
新入生サポートセンター

　「不安なく甲南大学での大学生活をスタートさせる
ための準備」をお手伝いするために、甲南大学生協が
開設しています。
　お聞きになりたいことがあれば、お電話・メールでお
問合せください。ご来校いただき窓口でご説明・ご相
談させていただくこともできます。（予約制）

　先輩学生が、新入生の皆様の入学準備をお手伝いします。職員と
ともに、先輩からのアドバイスや自身の経験を踏まえて対応させてい
ただいております。
　新入生サポートセンターだけでなく、合格者・保護者説明会やPC講
座など、様々な場面で学生スタッフが活躍しています。分からないこ
と・不安なことがあれば積極的にお尋ねください。

新入生サポートセンターとは 先輩学生スタッフも活躍しています

※駐車場はございません。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。

新入生サポートセンター 営業日程

甲南大学生協からのお知らせ
■甲南大学生協　Twitter

日々の店舗からのお知らせや、イベントの様子、大学内の様子を投稿しています。
是非フォローしてください。

■新入生サポートセンター　Twitter
よくあるお問合せのご紹介や、イベントのご案内、締切のご案内、サポートセンターの
様子などの情報を発信していきます。先輩学生からのミニ情報なども投稿予定です。

■新入生サポートセンター　お問合せ先
メール：welcome@konan-unvcoop.or.jp
電　話：078-441-7910
営業時間：10：00～16：00（1月15日（水）～4月17日（金） ※3月は土曜10：00～13：00で営業）

アカウント 甲南大学生活協同組合@KONANCOOP

アカウント 甲南大学生協 新入生サポートセンター@welcomeKONAN

■期　間　1月15日（水）～4月17日（金）
■時　間　平日10：00～16：00　土日祝休
　　　　　※3月は土曜10：00～13：00で営業いたします。
■場　所　甲南大学　学友会館北館1階
　　　　　TSUTAYA BOOKSTORE内 特設スペース
　　　　　※時期により場所が変わる可能性があります。
　　　　　　お申込後にご案内いたします。
■お問合せ先
　メール　welcome@konan-unvcoop.or.jp
　電　話   078-441-7910

個別相談は、必ず事前に申込みください
以下のサイトより、ご希望の時間を選択し、
お申込ください。（3日前まで）
PCの方は　https://www.knu.jp/start/center/
スマホの方は、二次元バーコードよりアクセスください。

新入生サポートセンター
甲南大学生協が、甲南大学での新生活準備のサポートをいたします。

※重要※
まず始めに必ずお読みください。

甲南大学生活協同組合

※期日を過ぎてしまった場合でも手続きは可能ですが、手続きに時間がかかります。期日内での手続きをお願いいたします。
※教材ご購入・講座お申込みは12月13日より開始いたします。

ー生協・共済加入手続き期間ー

3月11日（水）～3月18日（水）
年内入試合格の方

3月11日（水）～3月23日（月）
一般入試合格の方

入学準備
GuideBook

甲南大学での4年間を安心して始めよう！

入学準備スケジュール

大学生の食生活・生協食堂

生協店舗でのお買い物
生協電子マネー・定期チャージ

大学生とパソコン・電子辞書

留学事情・英語学習



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、すぐ目にすることになるでしょう。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「天声人語」（朝日新聞）でも取りあげられた
「常ニ備ヘヨ」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、甲南大学
の学びの中で、自ずと理解していただけるようになるものと思います。
　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。
　充実した日常生活を送ることは、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・参考書などの書籍・文具、そして何
よりも食事。さらに、保険・旅行・運転免許・各種資格取得など、学生生活全般にわたるさまざまな
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「探訪」してみてください。
　新入生の皆さんが、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
つ ぞめ なお や
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１
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
入学（授業開始）までの

スケジュールを
把握しましょう。

3
甲南大学生協が開設する

「新入生サポートセンター」
2･3月に開催する

「合格者・保護者説明会」を
活用しましょう。

大学生活準備のポイント

●新入生サポートセンター開設
　1月15日（水）～4月17日（金）
　　※土日祝休み（3月のみ土曜営業あり）
　　※来場の場合は要予約（3日前まで）
●住まい予約会
　2月随時開催（土日含む）

●合格者・保護者説明会
　2月8日（土）・9日（日）
　2月15日（土）・22日（土）・29日（土）
　　※要予約
　　※２月８日・９日の説明会後には、新入生向け歓迎会／
　　　保護者向け講演会が開催されます。（要予約）

1月・２月のスケジュール
甲南大学生協が、甲南大学での新生活準備をサポートします

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

一般入試前期
試験（～2/5）

前期日程
合格発表

●生協・共済加入申込み期間
　※必ずこの期間中にお手続きをお願いいたします。
　　年内入試の方：3月11日（水）～18日（水）
　　一般入試の方：3月11日（水）～23日（月）
●新入生サポートセンター開設
　1月15日（水）～4月17日（金）
　　※土日祝休み（3月のみ土曜営業あり）
　　※来場の場合は要予約（3日前まで）

●住まい予約会
　随時開催（土日含む）
●合格者・保護者説明会
　3月14日（土）・15日（日）
　3月16日（月）～19日（木）
　　※要予約
　　※３月14日・15日の説明会後には、
　　　新入生向け歓迎会が開催されます。（要予約）
　　※３月16日～19日の説明会は学部ごとの開催

3月のスケジュール

●生協特設相談コーナー（iCommons2階）
　4月1日（水）～3日（金）
●ご購入教材お渡し期間（パソコン・電子辞書・電卓）
　4月１日（水）～３日（金）
　※岡本キャンパスの方

●教科書特設販売
　4月３日（金）～（予定）
　期間・場所等は入学後に告知いたします。

４月のスケジュール

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

新入生サポートセンター

後期日程
合格発表

【一般入試合格者】
生協・共済加入申込期限

【年内入試合格者】
生協・共済加入申込期限

合格者・保護者説明会

合格者・保護者説明会

合格者・保護者説明会

合格者・保護者
説明会

合格者・保護者
説明会

合格者・保護者
説明会

新入生サポートセンター
教科書販売

教科書販売
新入生サポートセンター

入学式

授業開始

生協パソコン購入者セットアップ講習会

教材お渡し期間

生協・共済
加入手続き開始

合格者・保護者
説明会

iCommons特設
新入生サポートセンター

準備スケジュール
甲南大学での新生活準備を始めましょう
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昨年は、合計1,700名の合格者・保護者の皆様にご参加いただきました！

■お申込みはこちらから
※ご都合・お聞きになりたい内容に合わせて参加される回をお選びください。
※当日ご都合があわなくなり、キャンセルされる場合はお申込みサイトに再度ログインし
　キャンセルの手続きをお願いいたします。
※2月8･9日、3月14・15日の説明会後に開催される【新入生歓迎会】【保護者向け講演会】も
　別途お申込みが必要です。下記サイトより合わせてお申込みください。

※マネジメント創造学部の方の合格者・保護者説明会は3月21日（土）西宮キャンパスで開催の大学主催、
「入学前スクーリングプログラム」内に実施いたします。そちらにご参加ください。

　甲南大生協では、保護者様や新入生ご本人を対象とした入学準備のための説明会を開催いたします。先輩学生が
自分達の経験を踏まえて、入学準備に必要なことから学生生活の過ごし方について説明させていただくほか、生協ス
タッフから生協・学生総合共済についてご説明させていただきます。食堂利用体験もございます。各種相談ブースを
設けており、加入手続きや商品の相談・お申込を行うことができますので、是非ご参加ください。

１ 大学生協オンライン
サイトへアクセス

https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

2 合格者・保護者説明会
お申込みを選択。
年内入試合格者向け／
一般入試合格者向けを選択

3 ご希望の日にちを選択
してお申込みを完了
してください。

合格者・保護者説明会
先輩のリアルなアドバイス・生協の手続きをこの日に
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※要申込（保護者向けセミナーのみご参加の方もお申込みが必要です）　※合格者・保護者説明会のお申込みサイトと同じページからお申込みが可能です。

■�新入生向け：新入生歓迎オリエンテーション／
　保護者向け：甲南大学国際交流センター主催講演会開催のご案内

開催日 時間 会場 対象・内容など 定員

2019年12月14日（土） 10：00～13：00 HiraoDiningHallSouth
（iCommons１F）

●大学生活について
●生協・共済・入学準備について
●食堂利用体験

100名

2020年 ２ 月 ８ 日（土） ９：30～14：00 甲友会館大ホール ●大学からのメッセージ
●大学生活について
●生協・共済・入学準備について
●食堂利用体験

380名

2020年 ２ 月 ９ 日（日） ９：30～14：00 甲友会館大ホール 380名

2020年 ２ 月15日（土） 10：00～13：00 HiraoDiningHallSouth
（iCommons１F）

●大学生活について
●生協・共済・入学準備について
●食堂利用体験

100名

2020年 ２ 月22日（土） 10：00～13：00 HiraoDiningHallSouth
（iCommons１F） 100名

2020年 ２ 月29日（土） 10：00～13：00 HiraoDiningHallSouth
（iCommons１F） 100名

2020年 ３ 月14日（土） ９：30～14：00 甲友会館大ホール ●大学からのメッセージ
●大学生活について
●生協・共済・入学準備について
●食堂利用体験

380名

2020年 ３ 月15日（日） ９：30～14：00 甲友会館大ホール 380名

2020年 ３ 月16日（月） 10：00～13：00 P-１（iCommons３F） 文学部 30名
2020年 ３ 月17日（火） 10：00～13：00 P-１（iCommons３F） 法学部 30名

2020年 ３ 月18日（水） 10：00～13：00 P-１（iCommons３F） 経営学部
経済学部 30名

2020年 ３ 月19日（木） 10：00～13：00 P-1（iCommons3F） 理工学部
知能情報学部 30名

2020年 ３ 月31日（火） 10：00～13：00 L-４（iCommons２F） ３月中旬以降に合格がお決まりの方 100名

3/16～19
●大学生活について
●生協・共済・
　入学準備について
●先輩スタッフと
　食堂利用体験

年
内
入
試
合
格
者
向
け

一般
入
試
合
格
者
向
け

※３月16日～19日は、対象学部以外の方でもご参加いただくことが可能です。

■�合格者・保護者説明会　開催日程・内容一覧
　ご自宅に生協から「入学準備資料」が届いている場合は当日お持ちください。

【新入生向け】
甲南大学自治会中央委員会新入生勧誘対策委員会
新入生歓迎オリエンテーション
日程：2020年2月8日・9日・3月14日・15日
時間：14：00～16：00　※受付開始13：45
会場：5号館パンセ　定員：100名/日

【保護者向け】
2月8日（土）　卒業生・先輩学生が語る『留学×部活/アルバイト』
　　　　　　～卒業後の世の中を見据えた大学4年間の過ごし方～
2月9日（日）　株式会社エストレリータ鈴木社長講演会
　　　　　　『グローバル社会を生きる子どもたちの未来』

リアルな先輩甲南大生のキャンパスライフが分かる！
昨年の来場者の声

●キャンパスの雰囲気が分かる！
●実際に食堂を利用できる！
●先輩スタッフに直接質問ができる！
●教材や入学までに必要な準備、
　生協手続きをご案内

説明を聞いて、少しずつ大学生になるん
だ、甲南大学に入学するんだという実感が
湧いてきました。先輩の話を聞いて、自分
も充実したキャンパスライフを送りたいと
思いました。� （文学部）

一つ一つ丁寧に説明をしていただき、入学
までの準備の目安が良く分かりました。先
輩の体験談を聞けてよかったです。食堂も
利用しやすくおいしかったです。
� （経営学部　母）
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体力や勉強の能率が
低下します。

集中力が
なくなります。

免疫力が
低下します。

成人病

貧血

太る原因

食べる事がおろそかになって
生活リズムも崩しがち

・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。お付き合いや交通費・通信費の出費
がかさみ、お財布からまず削るのは「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１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。

※学生生活実態調査で
　１番に節約したいものは何ですか？
　全体の61.9％の方が『食費』と答えました。
　毎年『食費』はトップにあがっています。
　２番目は嗜好品が18.6％と続きます…

◎節約したい費用はなに？

K君の１日の食事　４回生

①高校時代は朝食を食べていたが、大学生になって
食べない事も多くなった。

②ダイエットを兼ねて食べないようにしている。
③夜遅くに帰宅したり、アルバイトをしたりして生活が

夜型になり食事も不規則になっている。
④好きなものを好きなだけ食べる。
⑤食べることよりも服や趣味などにお金をかけたい。
⑥普段の食事にお金をかけず、友達と話題のカフェに

行く時にお金を使いたい。

◎大学生の食生活について
　全国大学生協連合会の大学生消費生活実態調査から

自宅生の場合（1ヶ月平均）
　　　収入 67,750円（前年＋3,680円）
　　　支出 67,200円（前年＋4,610円）
・アルバイト 40,920円（前年＋3,000円）
　家庭からの小遣い 12,780円（前年－770円）
　奨学金 11,060円（前年＋20円）
・支出の費目の中で
　食費は14,370円（前年＋1,790円）

自宅外生（下宿生）の場合（1ヶ月平均）
　　　収入 127,280円（前年＋3,390円）
　　　支出 126,100円（前年＋5,350円）

・アルバイト 31,670円（前年＋2,900円）
　仕送り 71,500円（前年－1,480円）
　奨学金 20,530円（前年＋340円）

◎大学生のお財布事情
　全国大学生協連合会大学生の消費生活実態調査（2018年）から

バランスの悪い食事になってしまっている。

朝食　８時 昼食　12時 夕食　20時30分 夜食　23時 夜食　24時

コンビニの佃煮ごはん
ヨーグルト、野菜ジュース

菓子パ　ン２個
カフェ　オレ

ココア カップラーメンご飯買ってきて、
ささみ野菜炒めを作った

◎朝食は食べていますか？

55.6

60.7

60.5

67.1

20.7

17.8

22.1

18.5

6.1

6.4

5.8

5.7

17.6

15.1

11.6

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4年生

3年生

2年生

1年生

毎日食べる 週2～3日食べない
週4～5日食べない ほとんど食べない

大切な大学時　代の食習慣　
社会に出　る前に…
食べることの楽　しさを実感し、

正しい食生活を身に付けた大　学生活を送ってください！　

「大学生の食生活は乱れがち。」そのことを、
「なんとかしたい」ということから

★しっかり食事をとる　こと
★バランスを考えた食　事を意識すること

『食の自立の準備』を大学　生協は提案していきます。

本学の利用実態ＩＣカード利用の方と現金で
利用される食費の使い方は１食約50円の差
があります。

ＩＣカードを利用しない方は我慢をして食事
をしている実態がうかがえます。

甲南大学の学生証には
生協電子マネーの機能が付いています！

55%に減少

大学生の食生活
大学生活での食を支えます
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■今月の企画：「大学生協人気お奨めメニュー」

■4月企画『オリバーソースコラボ企画
　「神戸港町洋食ソース」「神戸みそだれソース」
　「瀬戸内レモンソース」でオムライス・餃子・
　とんかつ』を提供します。

■4月企画『オリバーソースコラボ企画
　「神戸港町洋食ソース」「神戸みそだれソース」
　「瀬戸内レモンソース」でオムライス・餃子・
　とんかつ』を提供します。

■4/5～4/26 混雑緩和にご協力ください企画
　11：00～12：30までに食器ご返却いただいた方にもれなく
　ライス30円割引券をプレゼントします。

※毎月第3週火曜は魚の日　4月16日（火）
　旬のお魚を使った『海鮮丼』
　ｂｙ神戸の市場「セルバ」活魚北野さん実演販売

iCommons 1F Hirao Dining Hall（生協食堂）　 iCommons

MONDAY月

WEDNESDAY水 THURSDAY木 FRIDAY金

TUESDAY火

生協食堂の

メニューの一例

〈昼食〉

▼

4月と9月の新学期スタート
時期の同窓会支援の朝食推進
の取り組みです。

▲健康チェック・管理栄養士による食
生活相談会を毎月開催しています。

▲ジャンボ巻き寿司今年は5mに挑戦！！
兵庫県の漁業紹介＆兵庫県産の食材を使って
兵庫の味を体感しよう！
主催：生活協同組合コープこうべ・
　　　兵庫県漁業協同組合

　生協食堂は、バランスよく、美味しい食事をとることができます。
組み合わせ提案や産地フェアなど季節を感じるメニューの提供を
通じて「食べることの楽しさ」「食への関心」などを創り出せるように
工夫をしています。

■こだわりのメニュー

　大学生協の食堂では、毎回のお食事の栄養価が一目で分かるよ
うになっています。「今日は野菜がとれていないから夕食でとるよう
にしよう」など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群点数法による「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。

■レシートで簡単「栄養チェック」

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

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

1日の時間帯に応じ多目的にご利用いただける3
つのエリア（South1、North、West）があり、さま
ざまな人が集う1,300席の食堂です。
平日：10：30～19：00　土日祝：休み

■Hirao Dining Hall
■TSUTAYA BOOKSTORE
　KONAN iCommons（ブックカフェ）
　平日：10：00～18：00　土日祝：休み

■TSUTAYA BOOKSTORE
　KONAN iCommons（ブックカフェ）
　平日：10：00～18：00　土日祝：休み

■ファミリーマート
　平日：8：00～20：00
　土：9：00～14：00　日祝：休み

■ファミリーマート
　平日：8：00～20：00
　土：9：00～14：00　日祝：休み

■西校舎店
　平日：10：00～17：00
　土日祝：休み

■西校舎店
　平日：10：00～17：00
　土日祝：休み

■ポートアイランドキャンパス
　平日：11：00～18：30
　土日祝：休み

■ポートアイランドキャンパス
　平日：11：00～18：30
　土日祝：休み

■西宮キャンパス（カフェテラス／SHOP）
　カフェ 平日：11：00～14：00
　SHOP 平日：8：45～17：30
　土日祝：休み

■西宮キャンパス（カフェテラス／SHOP）
　カフェ 平日：11：00～14：00
　SHOP 平日：8：45～17：30
　土日祝：休み

4キャンパス11店舗で
あなたの食をサポー　　トしています！

朝・昼・夕の一日をサポート ～岡本キャンパス iCommons～

■CAFFE&BAR PRONTO
　平日：8：00～21：00
　土：9：00～14：00　日祝：休み

■CAFFE&BAR PRONTO
　平日：8：00～21：00
　土：9：00～14：00　日祝：休み

■Café パンセ
　平日：9：00～17：00
　土日祝：休み

■Café パンセ
　平日：9：00～17：00
　土日祝：休み

■六甲アイランドキャンパス
　平日：12：00～18：30
　土日祝：11：15～18：30

■六甲アイランドキャンパス
　平日：12：00～18：30
　土日祝：11：15～18：30

美味しい、楽しいを味わっていただくために
毎月企画を実施しています。

Meets KONAN！ に紹介いただいたMENUです。

毎日のメニューが
スマホから見ることができます。
バランスの良い組合せで
健康に大学生活を送りましょう！

iCommons 1F

iCommons 1F

iCommons 2F

iCommons 4F

生協食堂の食育の取り組み・入学後　の食生活
甲南大生協は、こだわりのメニュー・食育の取組みを実施しています
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電子マネーの残高・ポイントがマイページで
確認できます。残高・ポイントは利用時のレ
シートにも印字されています。

残高・ポイントの確認ができます

生協電子マネー（組合員証機能付学生証）のご案内
学生証には、生協電子マネー・生協組合員証の機能が付いています。お昼休みは非常に混雑しますので、事前に
お金をチャージしておくことで、キャッシュレスでスムーズにお買い物ができるようになります。

パソコンやスマホから生協電子マネーの残高や利用履歴を見ることができる「大学生協マイページ」。
学生本人だけでなく、保護者の方も登録してご覧になれますので、電子マネーの利用から大学生活の様子もわ
かって安心です。便利な機能もたくさんありますので、ご活用ください。

キャッシュレスで
スピーディ

キャッシュレスでスムーズに
お買い物ができます

ポイント還元で
おトクです

電子マネー利用に応じて
ポイントが貯まります

電子マネーだから
現金より安全

カード紛失時は電子マネーを
停止して再発行します

レジで
チャージ

タッチで
精算

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

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

ポイント
GET！

教
科

書販売会場でも

使えます生協のレジにて
現金を渡してチャージ
1,000円からチャージ可能、定期的に指定の口座から
引落してチャージする「定期チャージ」もご利用いただけ
ます。P.15をご覧ください。

現金不要！
かざすだけで簡単支払い
現金の持ちあわせが無くても、お昼休みの混みあうレジでも、
カードのタッチでスムーズに精算完了。
電子マネーの残高はレシートや大学生協マイページ（利用履歴
サイト） で確認ができます。

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

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

使えるためる

ポイント還元

※ポイント率は、商品によって異なります。

食堂、カフェ、購買書籍部
食事、食品・飲料、菓子、文具の
購入でポイントが貯まります

100ポイント貯まると

100円分の電子マネーが
レジで自動的にチャージされます

指定した月に金融機関の口座から一定
額が引落される定期チャージ。仕送り感
覚で利用いただけます。（定期チャージ
について、詳しくはP.15をご覧ください）

定期オンラインチャージの
申込みもできます

紛失などをしたカードの不正使用を防止
するために、マイページからICカードの
利用を停止することができます。生協の
営業時間外でも対応できますので安心
です。

学生証紛失時は
電子マネーをストップ

パン・おにぎり・お弁当・お菓子や食
堂で利用した「食の履歴」、書籍など
の「学びの履歴」といった項目ごとに
利用履歴が閲覧できます。

保護者の方も利用履歴が
閲覧できます

■パソコン・スマホから利用登録
　※ご本人様・保護者様それぞれにご登録ください。
　※学生証裏（右肩）に記載されている
　　12桁の【組合員番号】が必要です。
　※生協加入手続きが完了している方は、
　　入金後のメールにて組合員番号をお知らせします。
　※保護者の方が登録される場合は、【組合員番号＋p】が
　　IDとなります。（例：6775XXXXXXXXｐ）
　※パスワード欄には組合員本人の生年月日を
　　西暦で入力してください。（例：20010101）

大学生協マイページ
スマホの方はQRコードから、
PCの方は、以下のURLから
https：//www.knu.jp/support/support_214.html

　大学生協アプリ「ユニコ（Unico）」は、甲南大生協の組合員ご本人のみがご利
用いただけるアプリです。
　前日までの電子マネー利用状況が確認できるのはもちろん、毎日のクエストに
参加してWEBポイントがゲットできる楽しくお得なアプリです。
　学生証を貰ったら、まずは【マイページに登録】してから、ユニコをダウンロード
して使ってくださいね！

大学生協アプリ「ユニコ（Unico）」
～毎日のお買い物が更にお得に・楽しく・安心に～

学生証紛失時にも安心！
(大学生の学内落し物No.1は学生証です)

アプリからいつでも【電子マネー利用停止申請】が可能

生協電子マネーでお買い物
生協でのお買い物は学生証（生協電子マネー）を使おう

大学生協マイページ
電子マネーの利用履歴が確認できます
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食べること、学ぶことを支える仕組みです。
　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」を安心してスタートし
ていただくために、甲南大学生協では、入学前に保護者の方からお預かりした55,000円（事前チャージ代金）を学生
証にチャージした状態で入学式の日にご本人のお手元に届くようにするサービスを行っています。学生証（生協電子
マネー機能付）は入学式後に大学学生部より配布されます。

日々の昼食代などとして「保護者が生協を通じて学生の『生協電子マネー機能付き学生証』へ定期的にチャージでき
る」サービスです。新生活が始まり、食生活がつい偏りがちになってしまいます。定期オンラインチャージをお申込み
いただいた方には、毎日100円までお惣菜小鉢に利用できる合計5000円のプレミアムチャージ（約3ヶ月分）を事前
チャージと一緒に学生証（生協電子マネー）に事前チャージし、お渡しいたします。

■事前（入学前）チャージお申込み方法

新学期すぐに必要なお金を事前にチャージ
シーン１ 教科書（教材）の購入

約30,000円こちらの金額は目安です。実際に必要な費用は
学部・学科や履修科目により異なります。

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円～400円

シーン２ 4～5月の食事代〈食堂・購買の利用〉

約20,000円

こちらの金額は目安です。実際に必要な費用は
学部・学科や履修科目により異なります。

シーン３ 文具・日用品の購入
約5,000円

55,000円
チャージをしていただくお金は、学内
にある生協のお店（購買・食堂）のみ利
用可能な電子マネーになります。
教科書購入や食堂での昼食代など大
学生活に必要なことに利用されるの
で安心です。

現金と比べポイントもつくのでお得

事前（入学前）チャージ

■定期オンラインチャージサービスとは？

　生協・共済加入WEBサイトより、生協・共済の加入と同時に申込み、
または生協加入手続き後追加でのお申込みが可能です。
　生協電子マネーでのお買い物は、生協加入をしていただいた方に
のみポイントが付与される仕組みです。必ず生協への出資・加入をお
済ませください。
　申込み方法詳細は、「加入手続きのご案内」のP.12をご覧ください。
　お申込み・お支払いは以下の期間中に必ずお済ませください。

■定期オンラインチャージお申込み方法

提出・登録期限：2020年3月23日（月）投函分まで
※期限後にご提出いただいた方は、プレミアムチャージの登録が数日遅れる場合があります。

※注意※
①３月23日までに「生協加入」の申込みとお支払が完了している必要があります。
②「生協共済加入WEB」にて「事前（入学前）チャージ」をお申込みの上で定期オンラインチャージのお申込みを行っ

てください。オンラインチャージの初回は6月1週目となります。
③１年間はオンラインチャージサービスの停止を行うことはできません。１年以内に停止される場合にはプレミアム

チャージのご利用分をご返金いただきます。
スマホの方は
こちらから

https：//join.univcoop.or.jp/z-web/kanyu/konan-u

※生協加入手続きがお済みでない場合、
　電子マネー機能付き学生証でのお買い物の際に
　ポイントが付与されません。
※上記期間中のお手続きに遅れた場合は、
　至急、スマホ・パソコンにてお手続きを行い、
　お支払いをお願いいたします。

3月11日（水）～3月18日（水）
年内入試合格の方

3月11日（水）～3月23日（月）
一般入試合格の方

１ ２ ※生協共済加入WEBにて出資金・事前チャージのお申
込み・お支払いが完了されている方

「支払い完了メール」に記載の「組合員番号（6775から始ま
る12桁）」をご準備の上でWEBから口座登録も可能です。
①保護者の方が「大学生協Mypage」
　にご登録ください。
②登録後「大学生協Mypage」内の
　「チャージサービス口座引落申込み」
　より口座登録が可能となります。https：//join.univcoop.or.jp/z-web/kanyu/konan-u

or

同封しております、
「口座振替依頼書」に
ご記入の上ご返送ください。

「生協共済加入WEB」より
事前チャージを申込み、
コンビニにてお支払いください。

毎月15日頃学生証の残金が
1万円を下回っている場合、

ご指定の口座より1万円引落し
（毎月27日頃）

引落しより、およそ5営業日後
各店舗のレジにて

オンラインチャージ可能となります。

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

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

レジにて「オンラインチャージ
してください」とお伝えいただけると

よりスムーズです。

初回のオンラインチャージは
6月1週目

バランスの良い食事で大学生活のスタートを安心して始めよう！
定期オンラインチャージをお申込みいただいた方へ、「5000円分のプレミアムチャージ」をプレゼント。

食堂のお惣菜（小鉢）の購入を毎日100円までご利用いただけます！
けずってしまいがちな野菜惣菜をもう一品とり、バランス良く食事をとる習慣を身につけましょう。
※使用期限：2021年1月31日　※お惣菜・小鉢のみに利用可能です。スタッフがレジにて決済いたします。

ご注意点

※毎月15日頃の生協電子マネー残高が１万円以上ある
場合は、引落しは行われません。 

※引落しのご案内は、ご本人様・保護者様それぞれにマ
イページ登録を行うことで送信されます。

※引落し日は、金融機関休業日の場合は翌営業日になり
ます。

※口座残高不足の場合には、再引落しは行いません。
引落し前日までに残高の確認をお願いいたします。

※自動チャージではありませんので、各店舗レジにて
チャージを必ずお申し出ください。

※カード残金が不足した場合、各店舗のレジにて現金を
チャージすることも可能です。

定期オンラインチャージのお申込みをおすすめします。プラス

入学前にチャージしていただくことで、学ぶために必要な教科書や文具などの教材をきちんと購入し、「学ぶこと」の準備
をスムーズにすすめることができます。
指定期日までに組合員加入および事前（入学前）チャージの手続きが完了していれば、学生証を受け取ってすぐに学内の
各店舗でスムーズに利用ができます。
電子マネーの利用履歴（購入履歴）は、インターネット上の「大学生協マイページ」から学生と保護者双方で確認すること
ができます。

事前（入学前）チャージ ＋ 定期オンラ　インチャージ
大学生活スタートのための教科書や文具の購入や、毎日の食事にしっかり使　　うことができます。

生協電子マネー
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食べること、学ぶことを支える仕組みです。
　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」を安心してスタートし
ていただくために、甲南大学生協では、入学前に保護者の方からお預かりした55,000円（事前チャージ代金）を学生
証にチャージした状態で入学式の日にご本人のお手元に届くようにするサービスを行っています。学生証（生協電子
マネー機能付）は入学式後に大学学生部より配布されます。

日々の昼食代などとして「保護者が生協を通じて学生の『生協電子マネー機能付き学生証』へ定期的にチャージでき
る」サービスです。新生活が始まり、食生活がつい偏りがちになってしまいます。定期オンラインチャージをお申込み
いただいた方には、毎日100円までお惣菜小鉢に利用できる合計5000円のプレミアムチャージ（約3ヶ月分）を事前
チャージと一緒に学生証（生協電子マネー）に事前チャージし、お渡しいたします。

■事前（入学前）チャージお申込み方法

新学期すぐに必要なお金を事前にチャージ
シーン１ 教科書（教材）の購入

約30,000円こちらの金額は目安です。実際に必要な費用は
学部・学科や履修科目により異なります。

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円～400円

シーン２ 4～5月の食事代〈食堂・購買の利用〉

約20,000円

こちらの金額は目安です。実際に必要な費用は
学部・学科や履修科目により異なります。

シーン３ 文具・日用品の購入
約5,000円

55,000円
チャージをしていただくお金は、学内
にある生協のお店（購買・食堂）のみ利
用可能な電子マネーになります。
教科書購入や食堂での昼食代など大
学生活に必要なことに利用されるの
で安心です。

現金と比べポイントもつくのでお得

事前（入学前）チャージ

■定期オンラインチャージサービスとは？

　生協・共済加入WEBサイトより、生協・共済の加入と同時に申込み、
または生協加入手続き後追加でのお申込みが可能です。
　生協電子マネーでのお買い物は、生協加入をしていただいた方に
のみポイントが付与される仕組みです。必ず生協への出資・加入をお
済ませください。
　申込み方法詳細は、「加入手続きのご案内」のP.12をご覧ください。
　お申込み・お支払いは以下の期間中に必ずお済ませください。

■定期オンラインチャージお申込み方法

提出・登録期限：2020年3月23日（月）投函分まで
※期限後にご提出いただいた方は、プレミアムチャージの登録が数日遅れる場合があります。

※注意※
①３月23日までに「生協加入」の申込みとお支払が完了している必要があります。
②「生協共済加入WEB」にて「事前（入学前）チャージ」をお申込みの上で定期オンラインチャージのお申込みを行っ

てください。オンラインチャージの初回は6月1週目となります。
③１年間はオンラインチャージサービスの停止を行うことはできません。１年以内に停止される場合にはプレミアム

チャージのご利用分をご返金いただきます。
スマホの方は
こちらから

https：//join.univcoop.or.jp/z-web/kanyu/konan-u

※生協加入手続きがお済みでない場合、
　電子マネー機能付き学生証でのお買い物の際に
　ポイントが付与されません。
※上記期間中のお手続きに遅れた場合は、
　至急、スマホ・パソコンにてお手続きを行い、
　お支払いをお願いいたします。

3月11日（水）～3月18日（水）
年内入試合格の方

3月11日（水）～3月23日（月）
一般入試合格の方

１ ２ ※生協共済加入WEBにて出資金・事前チャージのお申
込み・お支払いが完了されている方

「支払い完了メール」に記載の「組合員番号（6775から始ま
る12桁）」をご準備の上でWEBから口座登録も可能です。
①保護者の方が「大学生協Mypage」
　にご登録ください。
②登録後「大学生協Mypage」内の
　「チャージサービス口座引落申込み」
　より口座登録が可能となります。https：//join.univcoop.or.jp/z-web/kanyu/konan-u

or

同封しております、
「口座振替依頼書」に
ご記入の上ご返送ください。

「生協共済加入WEB」より
事前チャージを申込み、
コンビニにてお支払いください。

毎月15日頃学生証の残金が
1万円を下回っている場合、

ご指定の口座より1万円引落し
（毎月27日頃）

引落しより、およそ5営業日後
各店舗のレジにて

オンラインチャージ可能となります。

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

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

レジにて「オンラインチャージ
してください」とお伝えいただけると

よりスムーズです。

初回のオンラインチャージは
6月1週目

バランスの良い食事で大学生活のスタートを安心して始めよう！
定期オンラインチャージをお申込みいただいた方へ、「5000円分のプレミアムチャージ」をプレゼント。

食堂のお惣菜（小鉢）の購入を毎日100円までご利用いただけます！
けずってしまいがちな野菜惣菜をもう一品とり、バランス良く食事をとる習慣を身につけましょう。
※使用期限：2021年1月31日　※お惣菜・小鉢のみに利用可能です。スタッフがレジにて決済いたします。

ご注意点

※毎月15日頃の生協電子マネー残高が１万円以上ある
場合は、引落しは行われません。 

※引落しのご案内は、ご本人様・保護者様それぞれにマ
イページ登録を行うことで送信されます。

※引落し日は、金融機関休業日の場合は翌営業日になり
ます。

※口座残高不足の場合には、再引落しは行いません。
引落し前日までに残高の確認をお願いいたします。

※自動チャージではありませんので、各店舗レジにて
チャージを必ずお申し出ください。

※カード残金が不足した場合、各店舗のレジにて現金を
チャージすることも可能です。

定期オンラインチャージのお申込みをおすすめします。プラス

入学前にチャージしていただくことで、学ぶために必要な教科書や文具などの教材をきちんと購入し、「学ぶこと」の準備
をスムーズにすすめることができます。
指定期日までに組合員加入および事前（入学前）チャージの手続きが完了していれば、学生証を受け取ってすぐに学内の
各店舗でスムーズに利用ができます。
電子マネーの利用履歴（購入履歴）は、インターネット上の「大学生協マイページ」から学生と保護者双方で確認すること
ができます。

事前（入学前）チャージ ＋ 定期オンラ　インチャージ
大学生活スタートのための教科書や文具の購入や、毎日の食事にしっかり使　　うことができます。

生協電子マネー
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■西校舎店

西校舎キャンパス内のコンビニショップです。文具・教材・食品・
お菓子・ドリンク類ならびに丼・弁当を販売しています。
平日：10：00～17：00　土日祝：休み

甲南大学生協では、生協店舗の他に生協子会社でフランチャイズ契約を結び、
2014年からFamilyMartを、2017年からCAFFÉ & BAR PRONTOと

TSUTAYA BOOKSTOREを運営しております。

■HiraoDiningHall（生協食堂）

食堂での昼食は生協電子マネー（学生証）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。
平日：10：30～19：00　土日祝：休み

iCommons 1F

■PRONTO 甲南大学店

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。
平日：8：00～21：00　土：9：00～14：00　日祝：休み

iCommons 1F

■FamilyMart 甲南大学店

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。
平日：8：00～20：00　土：9：00～14：00　日祝：休み

iCommons 2F

■サービスカウンター

教習所、レンタカー、旅行、留学、専門学校入校、合宿も組合員
価格で利用できるサービスカウンターへ。
平日：10：00～17：00　土日祝：休み

iCommons 4F

■TSUTAYA BOOKSTORE KONAN iCommons／甲南大学 学友会館

旅、芸術、カルチャー、ビジネススキルの本が約15,000冊！！
平日：10：00～18：00　土日祝：休み

iCommons 4F
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。教科書は生協電子マネー（学生証）で！！
平日：10：00～17：00　土日祝：休み

学友会館

■Café パンセ

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。
平日：9：00～17：00　土日祝：休み

5号館 1F 13号館 1F

■複写センター

大量に印刷する必要ができたなら、安価であなたのお手伝い。
大きな色紙も購入可能！ 加工だってお手の物でございます。覚
えておいて損はありません。
平日：9：00～17：00　土日祝：休み

2号館 地下1F

■西宮キャンパス（カフェテラス／SHOP）

カフェテラスでは、カフェテリア形式のランチをお楽しみ頂くことが
出来ます。SHOPは学生生活に必要な食品から文房具、専門書の販
売、自動車学校受付などのサービスが1店舗に集約されています。
カフェ 平日：11：00～14：00／SHOP 平日：8：45～17：30　土日祝：休み

■六甲アイランドキャンパス■ポートアイランドキャンパス

文具・教科書・お菓子・ドリンク類の販売と、麺類・丼・お惣菜・弁
当などあたたかい軽食を販売しています。
平日：11：00～18：30　土日祝：休み

体育会の学生さんや体育の授業で来られる学生さんのための食品・
お菓子・ドリンク類ならびに麺類・丼・弁当の販売を行っています。
平日：12：00～18：30　土日祝：11：15～18：30

生協運営店舗のご紹介
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■西校舎店

西校舎キャンパス内のコンビニショップです。文具・教材・食品・
お菓子・ドリンク類ならびに丼・弁当を販売しています。
平日：10：00～17：00　土日祝：休み

甲南大学生協では、生協店舗の他に生協子会社でフランチャイズ契約を結び、
2014年からFamilyMartを、2017年からCAFFÉ & BAR PRONTOと

TSUTAYA BOOKSTOREを運営しております。

■HiraoDiningHall（生協食堂）

食堂での昼食は生協電子マネー（学生証）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。
平日：10：30～19：00　土日祝：休み

iCommons 1F

■PRONTO 甲南大学店

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。
平日：8：00～21：00　土：9：00～14：00　日祝：休み

iCommons 1F

■FamilyMart 甲南大学店

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。
平日：8：00～20：00　土：9：00～14：00　日祝：休み

iCommons 2F

■サービスカウンター

教習所、レンタカー、旅行、留学、専門学校入校、合宿も組合員
価格で利用できるサービスカウンターへ。
平日：10：00～17：00　土日祝：休み

iCommons 4F

■TSUTAYA BOOKSTORE KONAN iCommons／甲南大学 学友会館

旅、芸術、カルチャー、ビジネススキルの本が約15,000冊！！
平日：10：00～18：00　土日祝：休み

iCommons 4F
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。教科書は生協電子マネー（学生証）で！！
平日：10：00～17：00　土日祝：休み

学友会館

■Café パンセ

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。
平日：9：00～17：00　土日祝：休み

5号館 1F 13号館 1F

■複写センター

大量に印刷する必要ができたなら、安価であなたのお手伝い。
大きな色紙も購入可能！ 加工だってお手の物でございます。覚
えておいて損はありません。
平日：9：00～17：00　土日祝：休み

2号館 地下1F

■西宮キャンパス（カフェテラス／SHOP）

カフェテラスでは、カフェテリア形式のランチをお楽しみ頂くことが
出来ます。SHOPは学生生活に必要な食品から文房具、専門書の販
売、自動車学校受付などのサービスが1店舗に集約されています。
カフェ 平日：11：00～14：00／SHOP 平日：8：45～17：30　土日祝：休み

■六甲アイランドキャンパス■ポートアイランドキャンパス

文具・教科書・お菓子・ドリンク類の販売と、麺類・丼・お惣菜・弁
当などあたたかい軽食を販売しています。
平日：11：00～18：30　土日祝：休み

体育会の学生さんや体育の授業で来られる学生さんのための食品・
お菓子・ドリンク類ならびに麺類・丼・弁当の販売を行っています。
平日：12：00～18：30　土日祝：11：15～18：30

生協運営店舗のご紹介
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大
学
で
は
何
を
す
る
？ 

何
を
得
る
？

高 校 の 時と何 が 違う？
どこが 変 わ る？

甲南大学の学び　に備えよう！
新入生のみなさま、甲南大学へのご入学おめでとうございます。
甲南大学での4年間で学び、成長されるみなさまに、何をしなければいけないのか、
何が必要なのかなどを、先輩の声と合わせてご案内いたします。

時間割は自分で決める！

▼  同じ学科の人でも履修する授業に違いが出る

▼ 通学時間、空き時間の使い方も様々

▼ 受講する講義を決めて自ら登録 

▼ 授業の選択、履修登録は全てパソコンで行います

時間割
01

授業・成績評価・学び方も様々

▼  大きな教室での一斉講義、小さな教室でグループワークなど形態も様々

▼ 一般的なペーパーテスト以外にもレポート課題や仲間とプレゼンテーション発表

▼ 資格講座を受けたり、留学・インターンシップなど正課外での学びも増加

学び方
02

4年間の成長とともに変わる過ごし方過ごし方
03

▼ 入学してキャンパス内での授業＋授業外で友人と学習

▼ 学びを深めながら課外活動・留学・インターンシップ・ボランティアなど能動的な学び

▼ ゼミや研究・就職活動を経て、社会に羽ばたく自分へ

次ページで入学から卒業までのシーンをご案内

知性を
身につける

生涯にわたって学び続け、
知識を高め続けることを可
能とする豊かな教養と確か

な専門性の習得

境界を
越えて学ぶ

異なる文化や考え方、大学での
学びや社会での学びなど、様々
な境界を越えて問題解決を図

ろうとする姿勢の獲得

ともに学ぶ
仲間や先輩後輩、そして地
域や社会と連携し、協働し、
ともに知識や理解を深めて

いく学びとその実感

学びの甲南モデル

主体的な学び
専門的な素養
境界を超えて
主体的に学ぶ力

正課内外・個人集団、
様々な学びの中で成長し、
主体的な学びから社会へ羽ばたき
輝く人になることを目指します。
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甲南大生の学び ～ 入 学 か ら 卒 業 ま で ～

入学 ２回生 ３回生 ４回生 卒業1回生
４月

履修登録
●履修登録はパソコンで
●パソコンルーム・貸出パソコ
ンが混雑

●自分のパソコンで、自分の都
合の良い時間に登録できると
便利

●前期授業で早速レポート作成
●慣れないながらもパソコンで
がんばる

●正課外の学び
●将来のなりたい自分に近づく
　レベルアップ

●7月下旬からテスト期間テス
トに向けて皆でiCommons
で勉強

●レポート課題が試験となるこ
とも

●社会に出る自分を想像
●学生同士とは違う学び
●より深まる学習意欲

●大学生活、自分自身を振返る
●積極的に自分自身を発信
●空き時間を効率的に活動
●情報収集・エントリー・web面接など
パソコン活用

レポート・プレゼン

資格講座

就職活動期末試験 インターンシップ

1回生
５月

1回生
７月

大学生活を通じてより高度なスキルを修得 なりたい自分を実現して社会へ羽ばたく

高校と大学では様々なことが
違っていて、その中でも一番の
違いは自分に合った時間割を
作れることです。ただ、この時
間割にすると大学に対して申
告しなければなりません。それ
が、「履修登録」をすることで
す。私はこれをしないといけな
いと言われた時にどこから手を
付けたらいいのか全く分かりま
せんでした。しかし、先輩に積極
的に話しかけたおかげで、色々
なことを教えてもらい、自分に
あった時間割を作ることが出
来ました。

履修登録

法学部
２回生
渡部 恭輔君

高校では定期考査を受ける事で成績が決まりました
が、大学では様々な方法で評価決まります。レポート課
題、プレゼンテーション、ディスカッション等多種多様
で、教科によっては筆記試験を行わないものもありま
す。私はマイパソコンがあったので、授業が凄く楽に受
けられていると感じています。

レポート作成・試験

知能情報学部　
２回生
団野 和貴君

インターンシップの中で1番の収穫はインターンシップに参加したことによって
就職活動へとしっかり気持ちを切り替えが出来たことです。そこからは様々な業
界の企業を調べ、セミナーに参加するなどし、いいスタートが切れました。就職活
動中は、訪問した企業をどのような企業か、面接でどのような事を聞かれ答えた
かなどを各企業で1つのワードファイルにまとめて管理していました。その結果
軸をしっかり持つことが出来てスムーズに就職活動を進めることが出来ました。

インターンシップ

経営学部
卒業
岸田 千里さん

私は地方公務員になるためにWeb通
信の公務員講座を受講しています。授
業や就活のセミナーなどの予定に左右
されず、自分のペースで取り組むこと
ができるところが魅力です。PCとテキ
ストを用いて空きコマや帰宅後の時間
を有効活用し、試験当日に向けて日々、
勉強しています。

資格取得

法学部
４回生
田浦　瞳さん

●長期休暇を利用して留学
●国際人としての成長・経験
●将来につながる刺激

留　　学

短い期間でしたが、とても楽しかった
です。簡単な英語を使って買い物をし
たりしました。他学部の新しい友達も
できて、今でも仲良くしています。留学
経験の無い人に、是非おすすめしたい
プログラムです！
（エリアスタディーズ台湾に参加）

留　　学

知能情報学部
３回生
藤澤　舞さん

●自分の知の集大成をアウトプット
●他社に伝わる表現方法・パソコンスキル
●先端研究理解のための英語力

研究活動

僕は物理学を専攻しています。研究において
欠かせないのがPCスキルと数学力です。レ
ポート作成やプログラミング、計算など、様々
な場面でPCを使います。
さらにPCを使えば計算やシミュレーションな
どが簡単に行えますが、それらが正しいかを
判断するためには数学力が必要だと感じて
います。
現在行っている卒業研究でも、これらのスキル
を活用しています。研究や授業を通じて大学で
多くのスキルを身に着けることができました。

研究・ゼミ

理工学部物理学科
卒業
小西 一輝君
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次のページから、甲南大生のための
生協オリジナルパソコンをご紹介しています。

①サポート
Point1

持ち運ぶ機会が増えるからこそ、ウイルス対策ソフトなども含めて、4年間
安心して利用できるサポートは重要です。
甲南大学生協PCにはメーカー保証/動産保証が付帯。PCの困った！ をサ
ポートするPCサポートデスクもございます。

②バッテリー駆動時間
Point2

コンセントがなくても、バッテリーの残量を気にせずに作業ができるよう、
12時間以上の駆動時間が必要です。
また、万が一充電を忘れても短時間で充電ができる急速充電機能は便利
です！

③堅牢性（頑丈さ）
Point3

通学中の満員電車に揉まれたり、時には雨に濡れることも。4年間持ち運
ぶためには、あらゆる環境に耐えうる頑丈なPCが必要です。
また、キーボード入力をする機会が増えるため、しっかりとタイピングが
でき、長時間タイピングしていても疲れないPC選びが重要です。

④持ち運びができる重さ
Point4

大学生は、授業でのプレゼンテーションや準備のほか、サークルや部活動
などでPCを持ち運ぶ機会が増えます。文具のように持ち運べる軽さとサ
イズが必要です。

初心者～すべての方にオススメ！！
タッチパネル対応モデル！！

甲南大学生協オリジナルモデル
（4年間メーカー保証＆動産保証含む）

手渡し特典！
教材お渡し会にてお受け取り頂いた方限定で
オリジナルのPCケースをプレゼント！

充実のインターフェース

主な特徴

大学生はプレゼンテーションなど、画面の出力やデー
タの交換が必要になるシーンが頻繁にあります。そう
した場合でも、変換アダプタなど無くご利用いただけ
るよう、必要なインターフェースを揃えました。

（Type-C to VGA変換アダプタも付属）

生協モデルは4年保証・4年サポート！
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4年間安心の保証サ
ポートがついています。万が一のトラブルにも、4年間安心して
お使い頂けます。

例えばこういうときに動産保証がなければ…
・持ち運んでいて落下、影響が割れた場合
　修理費用が7～10万円ほどかかります
・机から落下し本体が割れてしまった
　修理費用が5万円ほどかかります
このような場合でも、動産保証で無償修理！！

※発表前の商品につき、写真はイメージです。
　色等に若干の変更がある場合がございます。

OS
Windows 10

画面サイズ
13.3インチ

CPU
Intel Core i5

バッテリー
約14時間

本体重量
約880g

海外保守：1年
（条件あり）

メモリ
8GB

SSD
256GB

タッチパネル
対応

修理時免責金
全損時のみ

甲南大学生のための生協オリジナルパソコン
薄い・軽い・長持ち・安心のパソコンと共に充実したキャンパスライフを！では、大学生は、どのようなパソコンを

選べばいいのでしょうか
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このような場合でも、動産保証で無償修理！！

※発表前の商品につき、写真はイメージです。
　色等に若干の変更がある場合がございます。
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インク1セット
標準添付

私たちが自信を持って選びました！
　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。大学
に入ると授業はもちろん、サークルやクラブ活動といった
様々な場面でPCが必要になります。
　自分たちが実際に大学生活をおくり、こんなPCだったら
使いやすい！と感じたことを話し合い、次の4点にこだわって
選定しました。

１．うっかり充電し忘れた日にも安心して使える
　　バッテリーの持ち。
２．日常の衝撃に耐えうる頑丈さ。
３．文具のようにかばんに入れて、
　　毎日持ち運んでも負担にならない軽さ。
４．レポートなどの作成で疲れにくく、
　　しっかりとタイピングができるキーボード。

　タブレットやスマホが普及し、タイピングが出来ない学生
が増えており、キーボードの入力にしっかりと慣れておくと、
とても強い武器になります。
　充実したキャンパスライフ、その先の社会人に向けての
準備に欠かせない、甲南大学生のためのPCです。私達が自
信を持っておすすめします！ パソコン選定会の様子

甲南大学情報システム室のご案内
甲南大学生は在学中にMicrosoft包括ライセンスの【Office365】および【ウイルスバスター】が利用できます。
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MicrosoftOfficeが利用できるサービスです。
http：//www.konan-u.ac.jp/system/365,html

西宮（CUBE）の先輩が選んだ
CUBEキャンパスの方向けオススメモデル！！

甲南大学生協オリジナルモデル
（4年間メーカー保障&動産保障含む）

本体重量
約955g

メモリ
8GB

OS
Windows 10

バッテリー
約13時間

CPU
Intel Core i5

海外保守
4年

SSD
256GB

画面サイズ
13.3インチ

修理時免責金
動産適応時

タッチパネル
非対応

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

EW-M630TWU
※プリンタにつきましては、新学期PCとのセット販売特別価格となります。
※ご注文の方は3月９日以降順次発送させていただきます。
※下宿生の方は入居日以降の日付を指定の上ご注文ください。
※配送時の時間指定は承りかねます。不在票にてご調整をお願いいたします。

エコタンク搭載
プリンター

コピー＆
スキャン

スマホ対応

無線LAN
自動両面
プリント
（ハガキ対応）

交換式
メンテナンス
ボックス対応

2.4型液晶 ディスクレーベル
プリント

おススメ無料アプリ
Epson iPrint

スマホを使って、
授業のレジュメも

カンタンプリント！

従来のカートリッジと比較し、1セット当たりの金額はほぼ同じ。
インク代・交換回数を圧倒的に削減可能

圧倒的な印刷コスト実現
従来のカートリッジ機とは異なり、
プリンター本体に直接インクを注入します。

参考：エコタンクとは？ココが
違う！

甲南大学生協 おススメプリンター
レポートなどコストを気にせずバンバン印刷！ エコタンク搭載モデル
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CUBEキャンパスの方向けオススメモデル！！

甲南大学生協オリジナルモデル
（4年間メーカー保障&動産保障含む）

本体重量
約955g

メモリ
8GB

OS
Windows 10

バッテリー
約13時間

CPU
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4年

SSD
256GB

画面サイズ
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修理時免責金
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教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

甲南大学生協
オリジナルPC

購入者の
80%が受講！！

ハードウェア故障以外の
トラブルにも対応

PCサポートデスクは、新学期PCをご利用いただく皆様に「使いやす
さ」と、「安心」を提供するサービスです。PCに関する疑問やお困りご
と、修理受付などはすべて「PCサポートデスク」にお任せください。
【多く問合せがあるトラブル】
　インターネットにつながらない
　画面に勝手に広告が表示される
　動作が遅くなった
　ソフトのインストール方法が分からない　など

サポート内容例

※お申込に際しては、約款を必ずご一読くださいますようお願いいたします。

不定期で開催されるPCや周辺機器などを中心とした
ワークショップに無料でご参加いただけます！
例）教材プリンタの活用法
　 レポートの作り方
などを予定していますので、別途ご案内します。
※PCサポートデスクお申込されていない方は、
　有料でのご参加となります。

ワークショップへの無料参加！
LINEで来店予約やPCに関するお問合せをすること
ができます。PCサポートデスクお申込の方だけにア
カウントを後日ご案内いたします。
※ご利用時には会員証と学生証をご提示ください。
※LINEのサポートで解決が困難な場合や、時間がか

かってしまう場合には、ご来店いただくこともござ
います。

LINEでご相談！

学友会館１階TSUTAYA BOOKSTORE内に設置さ
れたPCサポートデスク窓口で、スタッフが対応いたし
ます。
スタッフ常駐時間
11：00～13：00／14：00～16：00（平日）

（営業時間　平日10：00～17：00　土日祝休み）

大学内で故障・お悩みに対応！
メーカーが「修理不能」と判断した場合、代替機対応
に加え、通常発生する免責金を最大3万円まで生協に
て負担いたします。

PC全損時の免責金もカバー！

PCサポートデスクは
新学期PCとセットでご購入ください！

（詳細はP.30をご覧ください）

■PCサポートデスク 申込方法
※甲南大学生協オリジナルパソコンをご購入いただいた方のみ申込みが可能です。
※会員証のお渡しについて
　【教材お渡し会】

　支払完了メールの画面もしくはプリントアウト
　したものをスタッフへご提示ください。

期間：4月1日（水）～3日（金）10：00～16：00
場所：TSUTAYAブックカフェ（iCommons4階）

■無料セットアップ講習会 申込方法
※無料セットアップ講習会単体でのお申込みは行っておりません。
※岡本キャンパス・FIRSTキャンパスの方向けの講習会です。
※必ず4月1日（水）～3日（金）の教材お渡し会にてPCを受け取り、当日ご持参ください。
※予約状況によってはご参加いただけない日程がございますので、あらかじめご了承ください。

■無料セットアップ講習会

初期設定や便利な使い方などをレクチャーする講習会です
自由参加ですのでお受け取り頂いたパソコンをご持参のうえご参加ください

【内容】
パソコン初期設定
Office365インストール
MAILマナー講習
学内での活用方法など

【日時・場所】
2020/4/6（月）～4/10（金）
16：00～17：00
iCommons 2F L4（フィットネス横）

【注意事項】
※甲南大学生協オリジナルPCをご購入いただいた方のみのサービスです。
※日時が若干変更される場合があります。
※大学行事の時間を考慮しておりますが、万が一出席出来ない場合は別途お電話にてご相談ください。
※PCサポートデスクご購入のお客様を除き、出席されない場合は、ご自身でセットアップをお願いいたします。

PCサポートデスク
PCの「困った」を解決する「4年間」のトータルサポートサービスです

Myパソコンの最初の一歩をサポート
生協オリジナルPC購入者だけの安心
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■大学生に求められる3大スキルを身につけよう！

甲南大生協
オリジナルPC
購入者の2人に
１人が受講！

先輩がとても親身になって手助けしてくだ
さり、質問しやすい環境でした。
何が起こっても対処してもらえるので、パソ
コンに対して恐怖心をもっている方には
ピッタリな講座だと思います。

昨年受講された方の声

大学生活で友人のネットワークを作ること
と、パソコンの操作に慣れていることはとて
も大切です。
PC講座では、学部をこえた友達を増やすこ
ともできます。これを期に新たな友人と、新
たな大学生活への第一歩をふみ出してみ

てはいかがでしょうか。
皆さんと会場でお会いできることを楽しみにしています。

先輩学生スタッフからのコメント

甲南大学の先輩（408名）にアンケートを採りました！！
Ｑ：自身のPCスキルついてどう思いますか？ 

不十分だと思う
67.1％

十分だと思う
32.9％

Ｑ：大学入学後に勉強が必要だと感じた
　　ソフト／使い方は何ですか？

Excel
25.2％

Word
24.0％

メール
11.5％

ネット検索
4.3％

セキュリティ
6.0％

著作権などの法的ルール
6.4％

PowerPoint
22.5％

Ｑ：どのような時にパソコンを使いますか？

レポート
34.0％

プレゼン資料作成
22.0％

ネットでの買い物
2.3％

動画視聴
8.6％

ネット検索（勉強）
11.3％

ネット検索（趣味）
8.1％

就活
2.7％
部活やサークル
3.8％ 卒論

2.7％

■あなたのスキルをチェック！
　一つでもチェックが入らなければぜひ受講してください！
Excel
□ SUM関数ができる
□ 用途に合わせて
　 グラフを作成できる
□ セルの挿入・削除ができる
□ 絶対参照がわかる

Word
□ 画像の挿入ができる
□ 箇条書きができる
□ 文字数と行数を
　 設定することができる
□ レポートの書き方がわかる

PowerPoint
□ 新しいスライドを挿入できる
□ スマートアートを活用できる
□ アニメーションを
　 つけることができる
□ プレゼンの仕方がわかる

お申込みの方全員に、持ち運びに便利な
甲南大学オリジナルトートバックをプレゼント！
手渡し特典のPCバックも入ります！

参加特典

■開催日程（案）

■料金

■開催場所：iCommons P2-3（予定）
■開催時間：18：00～19：30（90分）17：00より開場。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が無い方については、17：00にお越しください。
■定　　員：各回60名（300人）
※一週間は同一内容の講義です。学部に関わらず、ご都合に合わせてご参加ください。
※4/29（水・祝）は休講となります。Wordを受講される方は予め別日にてご参加ください。

Excel/Word/PowerPontを自由に組み合わせて受講頂けます。
甲南大学生協ではお得な3講座パックをオススメしております！

■講座開講までの流れ

お申込 クラス選択 講座開始
PCとセットでのお申込となります。
プリンタ・PCサポートデスクとのセット
申込みがおすすめです！

一週間は同一内容の講義です。ご都合
に合わせてご参加ください。

（事前の参加日の申請は不要です）

講座は学内の教室で行います。残念な
がら出席できない場合は、振り替え等で
対応いたします。

※お申込に際しては、次頁の規約を必ずご一読くださいますようお願いいたします。

Excel 講座
9,800円

Word 講座
9,800円

PowerPoint 講座
9,800円

3講座パック
28,000円

パソコン講座
パソコンスキルを身につけるなら今！ 先輩スタッフがサポートします
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■大学生に求められる3大スキルを身につけよう！

甲南大生協
オリジナルPC
購入者の2人に
１人が受講！

先輩がとても親身になって手助けしてくだ
さり、質問しやすい環境でした。
何が起こっても対処してもらえるので、パソ
コンに対して恐怖心をもっている方には
ピッタリな講座だと思います。

昨年受講された方の声

大学生活で友人のネットワークを作ること
と、パソコンの操作に慣れていることはとて
も大切です。
PC講座では、学部をこえた友達を増やすこ
ともできます。これを期に新たな友人と、新
たな大学生活への第一歩をふみ出してみ

てはいかがでしょうか。
皆さんと会場でお会いできることを楽しみにしています。

先輩学生スタッフからのコメント

甲南大学の先輩（408名）にアンケートを採りました！！
Ｑ：自身のPCスキルついてどう思いますか？ 

不十分だと思う
67.1％

十分だと思う
32.9％

Ｑ：大学入学後に勉強が必要だと感じた
　　ソフト／使い方は何ですか？

Excel
25.2％

Word
24.0％

メール
11.5％

ネット検索
4.3％

セキュリティ
6.0％

著作権などの法的ルール
6.4％

PowerPoint
22.5％

Ｑ：どのような時にパソコンを使いますか？

レポート
34.0％

プレゼン資料作成
22.0％

ネットでの買い物
2.3％

動画視聴
8.6％

ネット検索（勉強）
11.3％

ネット検索（趣味）
8.1％

就活
2.7％
部活やサークル
3.8％ 卒論

2.7％

■あなたのスキルをチェック！
　一つでもチェックが入らなければぜひ受講してください！
Excel
□ SUM関数ができる
□ 用途に合わせて
　 グラフを作成できる
□ セルの挿入・削除ができる
□ 絶対参照がわかる

Word
□ 画像の挿入ができる
□ 箇条書きができる
□ 文字数と行数を
　 設定することができる
□ レポートの書き方がわかる

PowerPoint
□ 新しいスライドを挿入できる
□ スマートアートを活用できる
□ アニメーションを
　 つけることができる
□ プレゼンの仕方がわかる

お申込みの方全員に、持ち運びに便利な
甲南大学オリジナルトートバックをプレゼント！
手渡し特典のPCバックも入ります！

参加特典

■開催日程（案）

■料金

■開催場所：iCommons P2-3（予定）
■開催時間：18：00～19：30（90分）17：00より開場。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が無い方については、17：00にお越しください。
■定　　員：各回60名（300人）
※一週間は同一内容の講義です。学部に関わらず、ご都合に合わせてご参加ください。
※4/29（水・祝）は休講となります。Wordを受講される方は予め別日にてご参加ください。

Excel/Word/PowerPontを自由に組み合わせて受講頂けます。
甲南大学生協ではお得な3講座パックをオススメしております！

■講座開講までの流れ

お申込 クラス選択 講座開始
PCとセットでのお申込となります。
プリンタ・PCサポートデスクとのセット
申込みがおすすめです！

一週間は同一内容の講義です。ご都合
に合わせてご参加ください。

（事前の参加日の申請は不要です）

講座は学内の教室で行います。残念な
がら出席できない場合は、振り替え等で
対応いたします。

※お申込に際しては、次頁の規約を必ずご一読くださいますようお願いいたします。

Excel 講座
9,800円

Word 講座
9,800円

PowerPoint 講座
9,800円

3講座パック
28,000円

パソコン講座
パソコンスキルを身につけるなら今！ 先輩スタッフがサポートします

月 火 水 木 金

Excel
第１回 ４／13 ４／14 ４／15 ４／16 ４／17
第２回 ４／20 ４／21 ４／22 ４／23 ４／24

Word
第１回 ４／27 ４／28 休 ４／30 ５／１
第２回 ５／11 ５／12 ５／13 ５／14 ５／15

Power Point
第１回 ５／18 ５／19 ５／20 ５／21 ５／22
第２回 ５／25 ５／26 ５／27 ５／28 ５／29
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送料
無料

「パソコン講座」のお申込について
規　約

１）本パソコン講座（以下、本講座）は、お客様都合によるキャ
ンセル・返金等はいただけません。

２）原則、講座は曜日ごとに学部に分かれて実施いたしますが、
別学部のクラスに参加いただくことも可能です。

　ただし、グループワークとなるため、曜日を固定いただき、決
まったクラスでの参加をお願いいたします。

３）本講座は「DynaBook甲南大学生協オリジナルパソコン」ご
購入頂いた方限定の講座で、上記PCを利用し講座を進行して
まいります。

４）コマ単位で受講はいただくことができません。
５）お申し込みいただきますと、学部毎の授業の時間割等により、
若干の曜日変更がある場合がございます。予めご了承ください。

「PCサポートデスク」のお申込について
約　款

第１条　　総則
本約款は甲南大学生活協同組合（生協）がお客様に提供するサ
ポートに関する内容及び条件を定めるものです。
第２条　　定義
本約款で使用する用語の定義は本約款又は別紙に別に定めるほか
は以下の通りとします。
１）お客様：生協より新学期教材と共に「サポートパック」をご
購入いただいた個人

２）本サービス：生協が提供するPCサポートデスク
３）修理業務：メーカーによる引取修理および生協のPCサポー
トデスクによる対応

４）営業日：月曜日から金曜日（祝祭日および生協の営業期間外
を除く）

第３条　　本サービスの提供
１）生協でご購入いただいた製品に関して本サービスをお客様に
提供します

２）生協は、いつでも自己の裁量にて、特段の予告をすることな
く適宜本約款及び別紙の内容を変更し、かつ、かかる変更が既
存または将来のお客様に適用されるか否か、また適用される場
合はその時期について、決定することができます。

第４条　　本サービスの対象および有効期間
１）本サービスの対象となる製品は新学期に生協より「PCサ
ポートデスク」と共にご購入いただいた商品に限られます。

２）お客様は本サービスの提供を生協に依頼する場合は会員証と
学生証を提示するものとします。なお、特段の定めがない限
り、会員証および学生証の提示がない場合には、生協は本サー
ビスを提供出来ない場合があります。

４）本サービスの有効期間はご購入年の４月１日より４年間とし
ます。

５）本サービスの有効期間の延長は原則出来ないものとし、生協
は有効期間の終了について、お客様に事前に通知する義務を負
いません。

第５条　　除外事項
　以下のいずれかに該当する場合は別段の定めがない限り本サー
ビスの対象外とします。

　１）生協以外で購入した製品、およびそれに付随する製品
　２）１）が起因して発生した障害対応
　３）修理、不適切なメンテナンス作業、不適切な動作環境に起

因する障害
　４）プログラムの動作保証およびデータの読み書きの保証
　５）お客様によるパスワード等登録情報の紛失
　６）本サービスにて交換となった記憶媒体に記録された情報の

消去
第６条　　お客様の責任
１）お客様は生協が本サービスを提供するために必要なお客様の
システム並びにシステム上のデータおよびソフトウェアにアク
セスし、これらを利用することにつき許可するとともに、生協
が本サービスを提供するために必要な、事項をお客様に依頼し
た場合は、それに従うものとし、本サービスを提供するために
必要な他社製品の使用や保守サービス契約の購入はお客様の負

担とします。なお、生協が本サービスを提供するために必要な
お客様のシステム並びにシステム上のデータおよびこれらのア
クセスし、これらを利用することにつきお客様の許可を得てい
る場合であっても、生協はこれらのアクセス及び利用につい
て、責任を負わないものとします。

２）生協が障害内容の原因特定の作業を行う際に、お客様は問題
解決への協力をするものとし、それにかかる費用等はお客様の
負担とします。

第７条　　責任の制限
１）生協は、本サービスについて本サービス提供の結果、生協が
お客様に与えた助言から生ずる結果、またはそのパフォーマン
ス、商品性、特定目的適合性の保証をしないものとします。

２）本サービスに関して生じたお客様または第三者の損害のう
ち、間接的損害、逸失利益、派生的損害、第三者からお客様に
対してなされた賠償請求に基づく損害、オペレーティングシス
テム、データその他のソフトウェアの破損、変更もしくは消
滅、お客様のコンピューターもしくはネットワークシステムが
使用できなくなったこと、並びに他社製品の保証条件等につい
て、生協は責任を負わないものとします。

３）本サービスの結果として、オペレーティングシステムおよび
データの再導入、再構築が必要になった場合生協はその責任を
負わないものとします。

４）本サービスにより、お客様または第三者に損害が生じた場合
には、その損害が生協の故意または重過失によるものである場
合に限り、お客様の損害の原因となった本サービス料金を上限
として、生協はお客様に損害賠償責任を負うものとします。

第８条　　支払等
１）本サービス料金は、本サービス開始前の支払いを要します。
本サービス料金の支払いがなされるまでは、本サービスの提供
をお断りする場合があります。なお、本サービス料金は理由の
如何を問わず返却しないものとします。

第９条　　機密保持
　お客様、生協は、本サービスの履行に関連して知り得た相手方
の業務上の情報、本サービス事項、その他の情報のうち、秘密
である旨の明示されている情報または商習慣上秘密と扱われる
べき情報を、他に開示しないものとします。

第10条　　個人情報の利用等
１）生協は、お客様から取得した個人情報を本サービスの履行、
本サービスの品質向上のためのアンケート調査等に必要な範囲
で利用します。

２）生協は正当な理由がある場合を除き、お客様から取得した個
人情報を第三者提供しないものとします。ただし前項に定める
範囲内で生協業務委託する第三者にお客様の個人情報を開示す
る場合があります。

第12条　　一般条項
１）お客様は、本サービスを受ける権利を第三者に譲渡しないも
のとします。製品の転売、贈与等の場合でお客様と所有者が異
なる場合、生協は本サービスの提供を拒否できるものとしま
す。ただし生協が別途同意する場合はこの限りではありませ
ん。

２）本約款は、お客様と生協との間の合意事項のすべてであり、
本サービスに関してお客様と生協との間で従前交わされた口頭
または書面による調整事項、及び合意事項に代わるものとしま
す。本約款の規定の追加または修正は、両当事者が署名または
記名捺印する署名による他は、何の当事者を拘束しないものと
します。ただし、第３条第２項に定める場合はこの限りではあ
りません。

３）本約款の一部が無効または執行不能とされた場合でも残りの
条項は有効に存続するものとします。

４）お客様からのご注文等に印刷される諸条件は、本サービスに
は適用されないものとし、本約款を変更または本約款への追加
とはならないものとします。

５）本約款の各条項の表題は、本約款の解釈には影響を与えるも
のではなく、契約の一部とはなりません。

第13条　　協議
　本約款に定めのない事項、本サービスにつき疑義の生じた事項
については、お客様と生協の間にて別途協議の上これを決定す
るものとします。

甲南大生協では4年間安心でお得な【基本パック】をおすすめします！

パソコン本体
169,000円

プリンタ EPSONDirect
参考価格 約46,178円

28,000円

パソコン
講座

4年間
18,000円

PCサポート
デスク

※各商品の詳細は、各商品ページにて
　ご確認ください。
※プリンターは、セット販売となります。

新学期
特別価格 238,000円（税込）

おすすめのセット提案
充実のサポートプラン♪

※PC講座は岡本キャンパスの方対象です。

オススメ！
オリジナル
パソコン

プリンタ
Web価格：46,178円 PC講座 サポート

デスク お得額 税込特価

基本パック ● ● ● ● ￥23,178 ￥238,000

安心パック ● ● ● ￥8,000 ￥207,000

サポートパック ● ● ● ￥20,178 ￥213,000

プリンターパック ● ● ￥15,178 ￥200,000

ミニサポートパック ● ● ￥5,000 ￥182,000

PC単体 ● ￥0 ￥169,000

初心者～すべての方にオススメ！！�タッチ対応モデル！！

オリジナル
パソコン

プリンタ
Web価格：46,178円 PC講座 サポート

デスク お得額 税込特価

基本パック ● ● ● ● ￥23,178 ￥208,000
安心パック ● ● ● ￥8,000 ￥177,000

サポートパック ● ● ● ￥20,178 ￥183,000
プリンターパック ● ● ￥15,178 ￥170,000
ミニサポートパック ● ● ￥5,000 ￥152,000

PC単体 ● ￥0 ￥139,000

西宮（CUBE）キャンパスの方向けオススメモデル！！
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送料
無料

「パソコン講座」のお申込について
規　約

１）本パソコン講座（以下、本講座）は、お客様都合によるキャ
ンセル・返金等はいただけません。

２）原則、講座は曜日ごとに学部に分かれて実施いたしますが、
別学部のクラスに参加いただくことも可能です。

　ただし、グループワークとなるため、曜日を固定いただき、決
まったクラスでの参加をお願いいたします。

３）本講座は「DynaBook甲南大学生協オリジナルパソコン」ご
購入頂いた方限定の講座で、上記PCを利用し講座を進行して
まいります。

４）コマ単位で受講はいただくことができません。
５）お申し込みいただきますと、学部毎の授業の時間割等により、
若干の曜日変更がある場合がございます。予めご了承ください。

「PCサポートデスク」のお申込について
約　款

第１条　　総則
本約款は甲南大学生活協同組合（生協）がお客様に提供するサ
ポートに関する内容及び条件を定めるものです。
第２条　　定義
本約款で使用する用語の定義は本約款又は別紙に別に定めるほか
は以下の通りとします。
１）お客様：生協より新学期教材と共に「サポートパック」をご
購入いただいた個人

２）本サービス：生協が提供するPCサポートデスク
３）修理業務：メーカーによる引取修理および生協のPCサポー
トデスクによる対応

４）営業日：月曜日から金曜日（祝祭日および生協の営業期間外
を除く）

第３条　　本サービスの提供
１）生協でご購入いただいた製品に関して本サービスをお客様に
提供します

２）生協は、いつでも自己の裁量にて、特段の予告をすることな
く適宜本約款及び別紙の内容を変更し、かつ、かかる変更が既
存または将来のお客様に適用されるか否か、また適用される場
合はその時期について、決定することができます。

第４条　　本サービスの対象および有効期間
１）本サービスの対象となる製品は新学期に生協より「PCサ
ポートデスク」と共にご購入いただいた商品に限られます。

２）お客様は本サービスの提供を生協に依頼する場合は会員証と
学生証を提示するものとします。なお、特段の定めがない限
り、会員証および学生証の提示がない場合には、生協は本サー
ビスを提供出来ない場合があります。

４）本サービスの有効期間はご購入年の４月１日より４年間とし
ます。

５）本サービスの有効期間の延長は原則出来ないものとし、生協
は有効期間の終了について、お客様に事前に通知する義務を負
いません。

第５条　　除外事項
　以下のいずれかに該当する場合は別段の定めがない限り本サー
ビスの対象外とします。

　１）生協以外で購入した製品、およびそれに付随する製品
　２）１）が起因して発生した障害対応
　３）修理、不適切なメンテナンス作業、不適切な動作環境に起

因する障害
　４）プログラムの動作保証およびデータの読み書きの保証
　５）お客様によるパスワード等登録情報の紛失
　６）本サービスにて交換となった記憶媒体に記録された情報の

消去
第６条　　お客様の責任
１）お客様は生協が本サービスを提供するために必要なお客様の
システム並びにシステム上のデータおよびソフトウェアにアク
セスし、これらを利用することにつき許可するとともに、生協
が本サービスを提供するために必要な、事項をお客様に依頼し
た場合は、それに従うものとし、本サービスを提供するために
必要な他社製品の使用や保守サービス契約の購入はお客様の負

担とします。なお、生協が本サービスを提供するために必要な
お客様のシステム並びにシステム上のデータおよびこれらのア
クセスし、これらを利用することにつきお客様の許可を得てい
る場合であっても、生協はこれらのアクセス及び利用につい
て、責任を負わないものとします。

２）生協が障害内容の原因特定の作業を行う際に、お客様は問題
解決への協力をするものとし、それにかかる費用等はお客様の
負担とします。

第７条　　責任の制限
１）生協は、本サービスについて本サービス提供の結果、生協が
お客様に与えた助言から生ずる結果、またはそのパフォーマン
ス、商品性、特定目的適合性の保証をしないものとします。

２）本サービスに関して生じたお客様または第三者の損害のう
ち、間接的損害、逸失利益、派生的損害、第三者からお客様に
対してなされた賠償請求に基づく損害、オペレーティングシス
テム、データその他のソフトウェアの破損、変更もしくは消
滅、お客様のコンピューターもしくはネットワークシステムが
使用できなくなったこと、並びに他社製品の保証条件等につい
て、生協は責任を負わないものとします。

３）本サービスの結果として、オペレーティングシステムおよび
データの再導入、再構築が必要になった場合生協はその責任を
負わないものとします。

４）本サービスにより、お客様または第三者に損害が生じた場合
には、その損害が生協の故意または重過失によるものである場
合に限り、お客様の損害の原因となった本サービス料金を上限
として、生協はお客様に損害賠償責任を負うものとします。

第８条　　支払等
１）本サービス料金は、本サービス開始前の支払いを要します。
本サービス料金の支払いがなされるまでは、本サービスの提供
をお断りする場合があります。なお、本サービス料金は理由の
如何を問わず返却しないものとします。

第９条　　機密保持
　お客様、生協は、本サービスの履行に関連して知り得た相手方
の業務上の情報、本サービス事項、その他の情報のうち、秘密
である旨の明示されている情報または商習慣上秘密と扱われる
べき情報を、他に開示しないものとします。

第10条　　個人情報の利用等
１）生協は、お客様から取得した個人情報を本サービスの履行、
本サービスの品質向上のためのアンケート調査等に必要な範囲
で利用します。

２）生協は正当な理由がある場合を除き、お客様から取得した個
人情報を第三者提供しないものとします。ただし前項に定める
範囲内で生協業務委託する第三者にお客様の個人情報を開示す
る場合があります。

第12条　　一般条項
１）お客様は、本サービスを受ける権利を第三者に譲渡しないも
のとします。製品の転売、贈与等の場合でお客様と所有者が異
なる場合、生協は本サービスの提供を拒否できるものとしま
す。ただし生協が別途同意する場合はこの限りではありませ
ん。

２）本約款は、お客様と生協との間の合意事項のすべてであり、
本サービスに関してお客様と生協との間で従前交わされた口頭
または書面による調整事項、及び合意事項に代わるものとしま
す。本約款の規定の追加または修正は、両当事者が署名または
記名捺印する署名による他は、何の当事者を拘束しないものと
します。ただし、第３条第２項に定める場合はこの限りではあ
りません。

３）本約款の一部が無効または執行不能とされた場合でも残りの
条項は有効に存続するものとします。

４）お客様からのご注文等に印刷される諸条件は、本サービスに
は適用されないものとし、本約款を変更または本約款への追加
とはならないものとします。

５）本約款の各条項の表題は、本約款の解釈には影響を与えるも
のではなく、契約の一部とはなりません。

第13条　　協議
　本約款に定めのない事項、本サービスにつき疑義の生じた事項
については、お客様と生協の間にて別途協議の上これを決定す
るものとします。

甲南大生協では4年間安心でお得な【基本パック】をおすすめします！

パソコン本体
169,000円

プリンタ EPSONDirect
参考価格 約46,178円

28,000円

パソコン
講座

4年間
18,000円

PCサポート
デスク

※各商品の詳細は、各商品ページにて
　ご確認ください。
※プリンターは、セット販売となります。

新学期
特別価格 238,000円（税込）

おすすめのセット提案
充実のサポートプラン♪
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■商品のお渡しについて（方法・時期）

■申込方法
　　　webサイトから注文する
　　　https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu
　　
■お支払い方法

WEBサイトから注文完了後、登録先メールアドレス宛にご注文内容のご確認というメールが届きます。
7日以内にコンビニにてお支払ください。
詳しくは、P.50・51のお申込み方法のページをご確認ください

期間中に教材お渡し会場にてお受取ください。
支払完了メールの画面もしくはプリントアウトしたものをスタッフへご提示ください。
期間：4月1日（水）～4月3日（金）10：00～16：00　場所：TSUTAYAブックカフェ（iCommons4階）

・教材お渡し会にてお受取り

●何でもセットアップをお申込みされている方は、ご指定の住所へ配送いたします。
　配送の場合3月9日以降、入金の確認が出来た方より順次配送いたします。
●配送ご希望の方は、お申込み後新入生サポートセンターへご連絡ください。
●下宿先住所をご指定の方は入居日以降（3月31日など）をご指定ください。

・ご自宅／下宿先への配送

3月9日以降、入金の確認が出来た方より順次配送いたします。
下宿先住所をご指定の方は入居日以降（3月31日など）をご指定ください。
配送時間の指定はできかねますので、予めご了承ください。

【西宮キャンパスの方】

オリジナルPC／PCサポートデスク会員証

●3月9日以降、入金の確認が出来た方より順次配送いたします。
●下宿先住所をご指定の方は入居日以降（3月31日など）をご指定ください。
●配送時間の指定はできかねますので、予めご了承ください。
●PCとは別便にて配送となります。ご不在の場合は、宅配業者の不在票にて
　ご希望の日にちを設定いただきますようお願いいたします。

・ご自宅/下宿先への配送

プリンタ

送料無料

電　話：078-441-7910
メール：welcome@konan-unvcoop.or.jp
営業時間：10：00～16：00【1月15日（水）～4月17日（金）の平日】　※3月のみ土曜10：00～13：00で営業

■新入生サポートセンター

※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込ください。
　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。

訪問セットアップ　プラン一覧

出張費 ※出張費無料地域は下記でご確認ください。5,300円（税込）
（本体価格：4,818円+税）

（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

26,000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

21,800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

17,600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

（本体価格：23,636円+税）

31,300円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

（本体価格：28,454円＋税）

（本体価格：19,818円+税） （本体価格：16,000円+税）

27,100円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

（本体価格：24,636円＋税）
22,900円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

（本体価格：20,818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

■ご自宅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お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、担当業者より事前に電話にて行います。
○2時間まで下記の表の料金で対応いたします。2時間を越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）

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

①どのプランにするかお悩みの方は、何でもセットアップ①をご注文いただくことをおすすめいたします。
②パソコンは基本的にセットアップ講習会でのお渡しとさせて頂いております。そのため何でもセットアップで初期セットアップも
ご依頼の方は、新入生サポートセンターにご連絡いただき、ご自宅への配送の手続きをさせていただきます。

③お申込の方には、別途担当業者（インフォフュエル社）から作業日の設定などの電話連絡をさせていただきます。確実に連絡を
取ることのできる電話番号もしくはメールアドレスをお知らせください。

④現地でインターネット環境の確認後プラン変更の必要があった場合は、後日追加及び返金のお手続きをさせていただきます。
⑤訪問セットアップで初期セットアップをされた方は、4月に開催する
セットアップ講習会受講の必要はありません。

パソコン・プリンタ申込方法・お届けについて 訪問セットアップ
パソコンと住まいの準備ができたら環境を整えよう
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■商品のお渡しについて（方法・時期）

■申込方法
　　　webサイトから注文する
　　　https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu
　　
■お支払い方法

WEBサイトから注文完了後、登録先メールアドレス宛にご注文内容のご確認というメールが届きます。
7日以内にコンビニにてお支払ください。
詳しくは、P.50・51のお申込み方法のページをご確認ください

期間中に教材お渡し会場にてお受取ください。
支払完了メールの画面もしくはプリントアウトしたものをスタッフへご提示ください。
期間：4月1日（水）～4月3日（金）10：00～16：00　場所：TSUTAYAブックカフェ（iCommons4階）

・教材お渡し会にてお受取り

●何でもセットアップをお申込みされている方は、ご指定の住所へ配送いたします。
　配送の場合3月9日以降、入金の確認が出来た方より順次配送いたします。
●配送ご希望の方は、お申込み後新入生サポートセンターへご連絡ください。
●下宿先住所をご指定の方は入居日以降（3月31日など）をご指定ください。

・ご自宅／下宿先への配送

3月9日以降、入金の確認が出来た方より順次配送いたします。
下宿先住所をご指定の方は入居日以降（3月31日など）をご指定ください。
配送時間の指定はできかねますので、予めご了承ください。

【西宮キャンパスの方】

オリジナルPC／PCサポートデスク会員証

●3月9日以降、入金の確認が出来た方より順次配送いたします。
●下宿先住所をご指定の方は入居日以降（3月31日など）をご指定ください。
●配送時間の指定はできかねますので、予めご了承ください。
●PCとは別便にて配送となります。ご不在の場合は、宅配業者の不在票にて
　ご希望の日にちを設定いただきますようお願いいたします。

・ご自宅/下宿先への配送

プリンタ

送料無料

電　話：078-441-7910
メール：welcome@konan-unvcoop.or.jp
営業時間：10：00～16：00【1月15日（水）～4月17日（金）の平日】　※3月のみ土曜10：00～13：00で営業

■新入生サポートセンター

※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込ください。
　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。

訪問セットアップ　プラン一覧

出張費 ※出張費無料地域は下記でご確認ください。5,300円（税込）
（本体価格：4,818円+税）

（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

26,000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

21,800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

17,600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

（本体価格：23,636円+税）

31,300円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

（本体価格：28,454円＋税）

（本体価格：19,818円+税） （本体価格：16,000円+税）

27,100円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

（本体価格：24,636円＋税）
22,900円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

（本体価格：20,818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

■ご自宅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お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、担当業者より事前に電話にて行います。
○2時間まで下記の表の料金で対応いたします。2時間を越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）

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

①どのプランにするかお悩みの方は、何でもセットアップ①をご注文いただくことをおすすめいたします。
②パソコンは基本的にセットアップ講習会でのお渡しとさせて頂いております。そのため何でもセットアップで初期セットアップも
ご依頼の方は、新入生サポートセンターにご連絡いただき、ご自宅への配送の手続きをさせていただきます。

③お申込の方には、別途担当業者（インフォフュエル社）から作業日の設定などの電話連絡をさせていただきます。確実に連絡を
取ることのできる電話番号もしくはメールアドレスをお知らせください。

④現地でインターネット環境の確認後プラン変更の必要があった場合は、後日追加及び返金のお手続きをさせていただきます。
⑤訪問セットアップで初期セットアップをされた方は、4月に開催する
セットアップ講習会受講の必要はありません。

パソコン・プリンタ申込方法・お届けについて 訪問セットアップ
パソコンと住まいの準備ができたら環境を整えよう
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大学モデル

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２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２外国語コンテンツカード
をご用意しています。 詳しくはP.38（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

※写真は2019年度モデルとなりイメージです。
　2020年度モデル（2020/1/1現在未発表）をお届け致します。

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

専門用語を引き比べても…

opportunity cost 
（機会費用） 

高校モデル VS

日本経済の動向を
理解する為の解説書

情報量が違う！

甲南大生のための電子辞書 
大学生のための電子辞書。講義から研究まで使う辞書をお得なセットで

2019年度 新入生

ご利用頂いています
557名
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大学モデル
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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２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２外国語コンテンツカード
をご用意しています。 詳しくはP.38（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
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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

※写真は2019年度モデルとなりイメージです。
　2020年度モデル（2020/1/1現在未発表）をお届け致します。
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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

専門用語を引き比べても…

opportunity cost 
（機会費用） 

高校モデル VS

日本経済の動向を
理解する為の解説書

情報量が違う！

甲南大生のための電子辞書 
大学生のための電子辞書。講義から研究まで使う辞書をお得なセットで

2019年度 新入生

ご利用頂いています
557名
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※写真は2019年度モデルとなりイメージです。
　2020年度モデル（2020/1/1現在未発表）をお届け致します。

※写真は2019年度モデルとなりイメージです。
　2020年度モデル（2020/1/1現在未発表）をお届け致します。

（本体価格37,154円＋税）

第２外国語セット
新学期特別価格

　40,870円
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3,870円で付属します。

理系
モデル
留学・就職の
英語学習、

理系学生に最適

対象学部 ◎理工学部　◎フロンティアサイエンス学部

大学生協
2020年度オリジナルモデル

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！

※本体のみ

（本体価格33,636円＋税）
37,000円

※本体のみ

（本体価格33,636円＋税）
37,000円 第２外国語セット

（本体価格37,154円＋税）

新学期特別価格
　40,870円

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3,870円で付属します。

英語
モデル
実務英語、

留学・就職の
英語学習に最適

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　◎知能情報学部

大学生協
2020年度オリジナルモデル

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！

理系専門辞典を収録

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）

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

　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

1,000円甲南大学生協
特別価格

DJC-024LBK

（本体価格908円＋税） ※写真はイメージです。

大型英語辞典を充実収録

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、甲南大学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.

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

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

電子辞書ー理系モデルー
理系学生に最適、留学・就職の英語学習に最適！

電子辞書ー英語モデルー
実務英語、留学・就職の英語学習に最適！
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※写真は2019年度モデルとなりイメージです。
　2020年度モデル（2020/1/1現在未発表）をお届け致します。

※写真は2019年度モデルとなりイメージです。
　2020年度モデル（2020/1/1現在未発表）をお届け致します。
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新学期特別価格
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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3,870円で付属します。

理系
モデル
留学・就職の
英語学習、

理系学生に最適

対象学部 ◎理工学部　◎フロンティアサイエンス学部

大学生協
2020年度オリジナルモデル

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
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長期保証

保証対象外の修理も
学割！

※本体のみ

（本体価格33,636円＋税）
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※本体のみ
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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3,870円で付属します。
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留学・就職の
英語学習に最適

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　◎知能情報学部

大学生協
2020年度オリジナルモデル

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！

理系専門辞典を収録

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）

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

　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

1,000円甲南大学生協
特別価格

DJC-024LBK

（本体価格908円＋税） ※写真はイメージです。

大型英語辞典を充実収録

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、甲南大学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.

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

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

電子辞書ー理系モデルー
理系学生に最適、留学・就職の英語学習に最適！

電子辞書ー英語モデルー
実務英語、留学・就職の英語学習に最適！
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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

600以上の関数・機能　ハードケース付
高精細ディスプレイの採用により、
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。

■電卓　申込方法
WEBサイトにてお申込みください。
期間中に教材お渡し会場にてお受取ください。
　支払完了メールの画面もしくはプリントアウトしたものをスタッフへご提示ください。
　期間：4月1日（水）～4月3日（金）10：00～16：00
　場所：TSUTAYAブックカフェ（iCommons4階）
お申込み・お支払の詳細はP.50をご覧ください。

卒業後も仕事で使える本格派電卓！
❶12ケタ表示に対応
　簿記の学習では12ケタ表示が必須です。
❷早打ち機能に対応
　前のキーに指がかかっていても、
　次のキーに反応します。
❸サイレンタッチキー搭載
　試験会場などでも音を気にせず
　集中することができます。

※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。

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

　従来のCASIO製電子辞書は第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ましたが、モデルによってカード
がご利用頂けない電子辞書もございます。既にお持ちの電子辞書をご利用予定の皆様は、第2外国語コンテンツカードが
挿入出来るかご確認ください。なお、生協店舗では、コンテンツカードのみの販売も行っております。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引換証を教材お渡し会の際にお渡しいたします。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。
※第二外国語辞書の適応にはカシオメンバーズへの登録が必要です。適応手順につきましては、同封の手順書をご参照く

ださい。なお、従来のSDカードタイプのコンテンツカードはご利用頂けません。

第２外国語コンテンツカードについて

甲南大学 言語文化センターの先生方ご推薦の電子辞書・第2外国語カードです！

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。

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。

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）

大学生協
2020年度オリジナルモデル

大学生協
2020年度オリジナルモデル

大学生協
2020年度オリジナルモデル

大学生協
2020年度オリジナルモデル

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。

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。

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

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

CASIO AZ-26S

甲南大学生協特別価格
CASIO AZ-26S 5,500円（税込）

■簿記電卓

簿記・会計（ビジネス会計・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。学生時代に受験する簿記検定やビジネス会
計検定、さらに税理士、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。

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です!

甲南大学　共通教育センター
公認会計士

古田 清和 教授

CASIO fx-JP700-N

甲南大学生協特別価格
CASIO fx-JP700-N 3,850円（税込）

■関数電卓

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。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。「関数電卓」は機能や価格も様々ありま
すが、そう高価なものでなくても大丈
夫ですので、入学時に購入しておくこ
とをお勧めします。

物理学科・機能分子化学科の学生さんに
「関数電卓」をお勧めします！

甲南大学　物理学科
市田 正夫 教授

【日本語表示例】
機能選択アイコン画面 機能設定画面

【第2外国語】担当の先生方の推薦文 簿記電卓・関数電卓
学びに必須の電卓
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第２外国語コンテンツカードについて

甲南大学 言語文化センターの先生方ご推薦の電子辞書・第2外国語カードです！
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金 泰虎先生 推薦
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音声
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見出し語約11,000語をネイティブ発音！
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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。
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藤原 三枝子先生 推薦
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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。
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■簿記電卓

簿記・会計（ビジネス会計・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。学生時代に受験する簿記検定やビジネス会
計検定、さらに税理士、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。

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です!

甲南大学　共通教育センター
公認会計士

古田 清和 教授

CASIO fx-JP700-N

甲南大学生協特別価格
CASIO fx-JP700-N 3,850円（税込）

■関数電卓

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。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。「関数電卓」は機能や価格も様々ありま
すが、そう高価なものでなくても大丈
夫ですので、入学時に購入しておくこ
とをお勧めします。

物理学科・機能分子化学科の学生さんに
「関数電卓」をお勧めします！

甲南大学　物理学科
市田 正夫 教授

【日本語表示例】
機能選択アイコン画面 機能設定画面

【第2外国語】担当の先生方の推薦文 簿記電卓・関数電卓
学びに必須の電卓
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近年、社会での「グローバル人材」のニーズは高まっています。留学や国際交流を通して多角的な
視野を持ち、自ら考え、自分の意見を発信していくこと、それこそ“国際人”への大きな一歩です。
甲南大学では、どの学部に入学しても専門科目を学修しながら外国語や国際社会に関する理解など
を身につけることのできる「融合型グローバル教育」を推進しています。
国際交流センターでは在学中から“国際人”への第一歩を踏み出してもらえるよう、
それぞれの学生の目的に合わせた、段階別国際力養成プログラム
“HOP/STEP/JUMPプログラム”を設けています。

HOP!
STEP!

JUMP!

国際交流＋学内留学 on Campus

長期留学をしてみよう

世界への 一歩を踏み出す

留学生と交流できるプログラム ＆ イベントを多数実施！

夏休み・春休みに行く、
短期留学プログラムがあります！

留学生のサポートプログラム。来日
前のメール交換から、来日後のキャ
ンパスツアーや交流を通して、留学
生と友達になろう。

●Tomodachiプログラム
甲南生と留学生がペアになり、言語
や文化を教え合い、交流するプロ
グラム。

●ランゲージパートナー

書初めやお茶会など、日本文化体
験を通して、留学生と交流するイベ
ント。

●あじさいイベント

留学生の日本語の授業に参加し
て、会話練習の相手や発表の聞き
手になったりと、教室内で留学生の
サポートをします。

●日本語サポーター

甲南大学へ短期訪問に来た海外か
らの学生のキャンパスツアーや学
生同士の交流等をサポートします。

●Short-term PROGRAM ボランティア

甲南大学では、目的や期間などに応じて幅広い選択肢から留学制度や留学
先大学を選ぶことができます。また、留学中の授業料減免制度や奨学金制
度、留学後の単位換算制度など、様々なサポート体制が整っています。

エリアスタディーズ・イギリスコース

イギリスの文化・歴史を学ぶ

エリアスタディーズ・ハワイコース

海岸保護区で海の自然保護について学ぶ

●説明会スケジュール ４回の説明会に参加して、留学を実現させよう！

制度を知る

４月

step 1
計画を立てる

７月

step 2
単位換算について知る

９月

step 3
キャリアプランを考える

１月

step 4

交換留学
学部留学／半期もしくは1年
主に現地学生と共に専門教育科目を受講する留学制
度。留学先大学は英語圏に加え、第2外国語（フランス・
ドイツ・中国・韓国）圏があります。

語学プラス
交換留学

語学＋学部留学／1年
奨励留学と交換留学を組み合わせた留学制度。前半
は現地で語学のみを集中的に学び、後半は主に現地学
生と共に専門教育科目を受講します。

認定校留学
JSAFプログラム
JSAFと協定を締結する海外12か国約130大学以上
への派遣留学・研修プログラムです。

奨励留学
語学重視の留学／半期もしくは1年
主に語学を集中的に学習する留学制度。語学だけでな
く、専門教育科目を受講するプログラムもあります。

KIEC 甲南大学 国際交流センター（岡本キャンパス２号館１階）

甲南生と留学生がインターナショナルな雰囲気
を楽しみながら好きな言語を使って一緒に会話
や勉強をするスペースです。

グローバルラーニング
コモンズ1

英語オンリーゾーン。楽しく英語を使い
ながら、語学力だけではなく異文化理
解力やグローバルコミュニケーション
能力を向上することができます。

KONAN Language
LOFT2

留学生と日本語で気楽に話してみるこ
とから国際交流がスタートします！あじ
さいるーむに来て、留学生との交流を楽
しんでみませんか。

あじさいるーむ3 留学生はT u t o rとして、甲南生は
Assistantとして、学生が英語を学ぶ
サポートをしています。留学経験のあ
るAssistantから留学のアドバイスを
聞いたり、Tutorにレポートなどを見て
もらったり、出身国について教えても
らったりすることもできます。

留学生・甲南生がサポート！

LOFT Tutor・Assistant

英語教員のワークショップ、学生スタッフ
のプレゼンテーションやアクティビティに
加え、スペシャルゲストを招いて様々な
ジャンルのイベントを随時開催。イベント
のスケジュールは月ごとのイベントカレ
ンダーをチェック！

イベント盛りだくさん

Special Events

毎日、国際言語文化センターの教員が待
機する時間があり、英語レポートのチェッ
クをしてくれたり、英語学習相談にのって
くれます。

先生がサポート！

English Faculty Support

主に神戸市の学校で英語授業の補助を
行う外国語指導助手（ＡＬＴ）をされている
ネイティブの先生がボランティアとして
来てくれます。英語で楽しくおしゃべりし
ましょう！

英会話力を鍛えよう！

KONAN Chat

LOFTのイベントを企画しませんか？
（例：プレゼンテーション・ライブコン
サート・ダンスレッスン）一人または友達
と一緒でもOK！申込はLOFTカウン
ターまで！

あなた発信の企画も！

学生企画イベント大募集

G l o b a l  Z o n e

Porte
ポルト

他にも英語を使って気軽に参加できるアクティビティを毎日開催♪ まずはSNSで情報をGET！

KONAN Language  LOFT

Entrance

Terrace

2
KONAN Language

LOFT

3
あじさいるーむ

1
グローバルラーニングコモンズ

フランス語で「扉」の意味をもつ“　　　”。
多くの甲南生がこの扉を開けて、広い世界と
つながってほしいという願いがこめられています。

国際交流の“扉”を開く、３つのエリア

Konan International Exchange Center

３ヶ月～

２単位付与！

1～2週間の短期留学体験ができるプログ
ラムです。現地大学教員による講義、企業訪
問、現地学生との交流、フィールドワーク等
様々な活動を通して、多面的に国際社会を
学習します。対象国はアジアや欧米と幅広
く、観光では体験できない内容が魅力です。
渡航前の引率教員による講義、現地学習後
の研究発表会もあります。

エリアスタディーズ

春夏期休暇中に国際教育交換協議会
（CIEE）等が主催する海外短期ボランティア
です。期間は2週間から参加できます。内容
は、「環境保護」「児童福祉」「アニマルケア」な
ど様々です。

海外ボランティア
２～４単位付与！

甲南大学の協定校で約２週間～1ヶ月間語学
を学ぶ講座です。集中的に語学を学び、文化
授業やフィールドトリップなども予定されて
います。ホームステイや寮生活を体験するこ
ともできます。世界各国や日本の他大学から
集まった学生とともに学ぶことができ、楽し
い学習環境のなかでコミュニケーション能
力を身につけることができます。

海外語学講座
２～４単位付与！

学内でプチ留学体験！

海外から来た留学生向けの授業。日
本の経済、文化、歴史等複数の科目が
あり、講義はすべて英語で実施されま
す。留学生と一緒に、甲南生も受講で
きます（語学資格等受講条件あり）。

ジャパンスタディーズ

２～３単位付与！
２～４単位付与！
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近年、社会での「グローバル人材」のニーズは高まっています。留学や国際交流を通して多角的な
視野を持ち、自ら考え、自分の意見を発信していくこと、それこそ“国際人”への大きな一歩です。
甲南大学では、どの学部に入学しても専門科目を学修しながら外国語や国際社会に関する理解など
を身につけることのできる「融合型グローバル教育」を推進しています。
国際交流センターでは在学中から“国際人”への第一歩を踏み出してもらえるよう、
それぞれの学生の目的に合わせた、段階別国際力養成プログラム
“HOP/STEP/JUMPプログラム”を設けています。

HOP!
STEP!

JUMP!

国際交流＋学内留学 on Campus

長期留学をしてみよう

世界への 一歩を踏み出す

留学生と交流できるプログラム ＆ イベントを多数実施！

夏休み・春休みに行く、
短期留学プログラムがあります！

留学生のサポートプログラム。来日
前のメール交換から、来日後のキャ
ンパスツアーや交流を通して、留学
生と友達になろう。

●Tomodachiプログラム
甲南生と留学生がペアになり、言語
や文化を教え合い、交流するプロ
グラム。

●ランゲージパートナー

書初めやお茶会など、日本文化体
験を通して、留学生と交流するイベ
ント。

●あじさいイベント

留学生の日本語の授業に参加し
て、会話練習の相手や発表の聞き
手になったりと、教室内で留学生の
サポートをします。

●日本語サポーター

甲南大学へ短期訪問に来た海外か
らの学生のキャンパスツアーや学
生同士の交流等をサポートします。

●Short-term PROGRAM ボランティア

甲南大学では、目的や期間などに応じて幅広い選択肢から留学制度や留学
先大学を選ぶことができます。また、留学中の授業料減免制度や奨学金制
度、留学後の単位換算制度など、様々なサポート体制が整っています。

エリアスタディーズ・イギリスコース

イギリスの文化・歴史を学ぶ

エリアスタディーズ・ハワイコース

海岸保護区で海の自然保護について学ぶ

●説明会スケジュール ４回の説明会に参加して、留学を実現させよう！

制度を知る

４月

step 1
計画を立てる

７月

step 2
単位換算について知る

９月

step 3
キャリアプランを考える

１月

step 4

交換留学
学部留学／半期もしくは1年
主に現地学生と共に専門教育科目を受講する留学制
度。留学先大学は英語圏に加え、第2外国語（フランス・
ドイツ・中国・韓国）圏があります。

語学プラス
交換留学

語学＋学部留学／1年
奨励留学と交換留学を組み合わせた留学制度。前半
は現地で語学のみを集中的に学び、後半は主に現地学
生と共に専門教育科目を受講します。

認定校留学
JSAFプログラム
JSAFと協定を締結する海外12か国約130大学以上
への派遣留学・研修プログラムです。

奨励留学
語学重視の留学／半期もしくは1年
主に語学を集中的に学習する留学制度。語学だけでな
く、専門教育科目を受講するプログラムもあります。

KIEC 甲南大学 国際交流センター（岡本キャンパス２号館１階）

甲南生と留学生がインターナショナルな雰囲気
を楽しみながら好きな言語を使って一緒に会話
や勉強をするスペースです。

グローバルラーニング
コモンズ1

英語オンリーゾーン。楽しく英語を使い
ながら、語学力だけではなく異文化理
解力やグローバルコミュニケーション
能力を向上することができます。

KONAN Language
LOFT2

留学生と日本語で気楽に話してみるこ
とから国際交流がスタートします！あじ
さいるーむに来て、留学生との交流を楽
しんでみませんか。

あじさいるーむ3 留学生はT u t o rとして、甲南生は
Assistantとして、学生が英語を学ぶ
サポートをしています。留学経験のあ
るAssistantから留学のアドバイスを
聞いたり、Tutorにレポートなどを見て
もらったり、出身国について教えても
らったりすることもできます。

留学生・甲南生がサポート！

LOFT Tutor・Assistant

英語教員のワークショップ、学生スタッフ
のプレゼンテーションやアクティビティに
加え、スペシャルゲストを招いて様々な
ジャンルのイベントを随時開催。イベント
のスケジュールは月ごとのイベントカレ
ンダーをチェック！

イベント盛りだくさん

Special Events

毎日、国際言語文化センターの教員が待
機する時間があり、英語レポートのチェッ
クをしてくれたり、英語学習相談にのって
くれます。

先生がサポート！

English Faculty Support

主に神戸市の学校で英語授業の補助を
行う外国語指導助手（ＡＬＴ）をされている
ネイティブの先生がボランティアとして
来てくれます。英語で楽しくおしゃべりし
ましょう！

英会話力を鍛えよう！

KONAN Chat

LOFTのイベントを企画しませんか？
（例：プレゼンテーション・ライブコン
サート・ダンスレッスン）一人または友達
と一緒でもOK！申込はLOFTカウン
ターまで！

あなた発信の企画も！

学生企画イベント大募集

G l o b a l  Z o n e

Porte
ポルト

他にも英語を使って気軽に参加できるアクティビティを毎日開催♪ まずはSNSで情報をGET！

KONAN Language  LOFT

Entrance

Terrace

2
KONAN Language

LOFT

3
あじさいるーむ

1
グローバルラーニングコモンズ

フランス語で「扉」の意味をもつ“　　　”。
多くの甲南生がこの扉を開けて、広い世界と
つながってほしいという願いがこめられています。

国際交流の“扉”を開く、３つのエリア

Konan International Exchange Center

３ヶ月～

２単位付与！

1～2週間の短期留学体験ができるプログ
ラムです。現地大学教員による講義、企業訪
問、現地学生との交流、フィールドワーク等
様々な活動を通して、多面的に国際社会を
学習します。対象国はアジアや欧米と幅広
く、観光では体験できない内容が魅力です。
渡航前の引率教員による講義、現地学習後
の研究発表会もあります。

エリアスタディーズ

春夏期休暇中に国際教育交換協議会
（CIEE）等が主催する海外短期ボランティア
です。期間は2週間から参加できます。内容
は、「環境保護」「児童福祉」「アニマルケア」な
ど様々です。

海外ボランティア
２～４単位付与！

甲南大学の協定校で約２週間～1ヶ月間語学
を学ぶ講座です。集中的に語学を学び、文化
授業やフィールドトリップなども予定されて
います。ホームステイや寮生活を体験するこ
ともできます。世界各国や日本の他大学から
集まった学生とともに学ぶことができ、楽し
い学習環境のなかでコミュニケーション能
力を身につけることができます。

海外語学講座
２～４単位付与！

学内でプチ留学体験！

海外から来た留学生向けの授業。日
本の経済、文化、歴史等複数の科目が
あり、講義はすべて英語で実施されま
す。留学生と一緒に、甲南生も受講で
きます（語学資格等受講条件あり）。

ジャパンスタディーズ

２～３単位付与！
２～４単位付与！
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34,000円
生協価格（税込）

　高校までの英語の学習につまずいた学生が、「超」感
覚学習プログラムで見ちがえるほど、英語が得意になっ
ています。学び方が全く違うからです。「超」感覚学習の
名の通り、文法用語を使っての説明は一切ありません。
　代わりにネイティブの人が英語に対してとらえている

“感覚”を伝授していきます。長年の英語コンプレックス
から解放されたら、英語はどんどん楽しくなります。
　英語の感じ方がわかるようになると、英語がまるで体
に染みこむように身についていきます。理屈じゃなくて

イメージが沸くように頭に英文が浮かび上がるようにな
れば、生きた英語が身についてきた証拠です。
　受験生どうし、お互いに英語を交わしていると、楽しさ
倍増。ますます学習意欲も沸いてきます。
　これから、英語を頑張ってみようと思っている人、苦手
だなーと思っている人、自信がないなーと思っている人、
もちろん英語が好きな人もすべての人にお勧めです。
目から鱗が…何枚も剥がれ落ちていくこと間違いあり
ません。

感覚で身につくから楽しく学べる、好きになる。
もっと早く知りたかった。目からウロコの英語講座。

学び方を変えれば、必ず英語は楽しくなり、身に付きます。

田尾 昭憲

　英語講座を担当する田尾昭憲先生。
　なぜネイティブはしゃべれるのか?という当たり前のことを独自の視点から徹底的に
研究し、学校の授業とは違う「感覚」で英語をとらえるオリジナルの指導方法を確立。
一切の文法的説明を使わず長文を読み進め、ネイティブの持つ英語の“感覚”を身に
つけていく授業は、これまで多くの学生を救ってきた。昨年はじめて甲南大学生に向け
た講座を開催し、大好評の講座となり、今年も開催することになりました。
　先生自身は大学の在学中に起業という異色の経歴を持っている。現在では総合学
習塾fitの代表を務め、全国版のビジネス書(“トップたちの新人時代3”等)にも掲載さ
れている。

大学受験のとき、workの意味は何個覚えましたか？
辞書で調べると、なんとその意味は20個ほど！ その意味や使い方を一つひとつ覚えて
いると、workだけでもかなりの時間が必要になりますよね。
では、このworkを一つのイメージと捉えるとどうなるか。
workのイメージは、「本来すべきことをする」です。
人口の大半を占める社会人が本来すべきことは「働く」
高校生が本来すべきことは「勉強する」
電灯ならば「明るく照らす」 …そう、これは人だけでなくものにも使えるんです。
workは「本来すべきことをする」 これだけ覚えておけば、使う幅が広がるのでは…!?

超感覚学習とは？
「超」感覚学習法…1つの単語を一つのイメージで学ぶ

例えば、「Look」は「見る」じゃなくて、左図のように「単なる視線の
動き」のイメージなんだ。「Look after the baby」は、多くの人
が「Look after」は「世話をする」と暗記しているんじゃないかな？
だけど、この考え方はネイティブの感覚とは大きくかけ離れている
んだ。ネイティブはlook / after the babyと分けてとらえているん
だ。lookは「見る」ではなく、単なる視線の動き。視線の動きがafter 
the babyする。つまり、視線が赤ちゃんの後をずーっと追っている、
だから世話をするという意味になるんだ。イメージできたかな？

TOEICとは…ＴＯＥＩＣとは英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価
する世界共通のテストで、世界各国のさまざまな企業、官公庁、学校などで
様々な用途・目的で幅広く活用され、就職活動でも多くの企業がTOEICスコ
アを参考にしています。

イディオムじゃなくてイメージで学ぶ方法だよ

なるほど！ 今までの暗記ばかりの勉強法とは全然ちがうから、

英語が苦手な私でも出来そうな気がする!!!

「work」

「超」感覚学習プログラムで楽しみながら身につきます。

超感覚英語講座

「超」感覚英語学内講座 3つの特徴

（就活に活用できるTOEIC®対策も学べる講座です）

＊授業の順序等が変更になる場合がございます。
＊日曜日は生協は休業しております。昼食をご持参願います。
＊会場は岡本キャンパスで開催予定です。４月以降生協ホームページでお知らせします。

英語が苦手な人が好きになる！！ 好きな人は更に好きになる！！

文法を一切使わない
人が言葉を覚えるように理屈ではなく、
感覚に直接訴えかける学習法

「生き方」を学べる！
TOEICのスコアアップを目指しながら、
社会人になってからの生き方を考えるようになる。

ネイティブの持つ「英語」感覚=基本義
×1つの単語にたくさんの意味
○1つのイメージで単語を使う
例)work
学生なら勉強する！ 社会人なら働く！ パソコンなら起動する！ etc.

ネイティブの持つ「英語」感覚=基本義
×1つの単語にたくさんの意味
○1つのイメージで単語を使う
例)work
学生なら勉強する！ 社会人なら働く！ パソコンなら起動する！ etc.

4/12（日）
スタート

お申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

■短期集中の3日間スケジュール
4月12日（日）

超感覚英語講座１
超感覚英語講座２
TOEIC講座１

超感覚英語講座３
TOEIC講座２

9：00～10：30
10：45～12：15
13：05～14：35
14：50～16：20
16：35～18：05

4月19日（日）
超感覚英語講座４
ネイティブ英会話１

TOEIC講座３
ネイティブ英会話２
超感覚英語講座５

4月26日（日）
超感覚英語講座６
TOEIC講座４
TOEIC講座５
TOEIC講座６

定員になり次第

受付終了いたします！
100名限定！

私の中の「英語」を変えてくださってありがとうございました！
とても英語が楽しいと思い、もっと英語を学びたいと思った！

英語は覚えて何とかしようとしていたけど、全くそんなこと
なくて英語への考え方がかわりました。

「超」感覚という意味が良く分かった。今までの英語の授業の
中で一番おもしろかった。

『超』感覚英語講座のご案内
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34,000円
生協価格（税込）
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ネイティブの持つ「英語」感覚=基本義
×1つの単語にたくさんの意味
○1つのイメージで単語を使う
例)work
学生なら勉強する！ 社会人なら働く！ パソコンなら起動する！ etc.

4/12（日）
スタート

お申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

■短期集中の3日間スケジュール
4月12日（日）

超感覚英語講座１
超感覚英語講座２
TOEIC講座１

超感覚英語講座３
TOEIC講座２

9：00～10：30
10：45～12：15
13：05～14：35
14：50～16：20
16：35～18：05

4月19日（日）
超感覚英語講座４
ネイティブ英会話１

TOEIC講座３
ネイティブ英会話２
超感覚英語講座５

4月26日（日）
超感覚英語講座６
TOEIC講座４
TOEIC講座５
TOEIC講座６

定員になり次第

受付終了いたします！
100名限定！

私の中の「英語」を変えてくださってありがとうございました！
とても英語が楽しいと思い、もっと英語を学びたいと思った！

英語は覚えて何とかしようとしていたけど、全くそんなこと
なくて英語への考え方がかわりました。

「超」感覚という意味が良く分かった。今までの英語の授業の
中で一番おもしろかった。

『超』感覚英語講座のご案内
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理系の世界では、すでに英語が必須のスキルとなっています！ 世界で活躍する理工系研究社をめざす皆さんにとって、必要な英語力
をつけるためのスタート教材『理系たまご』シリーズ３点をパッケージにしました。
さらに、TOEIC®TESTのための学習スターターキットをセットした、理工系新入生限定教材です。

新入生のために大学生協とアルクが共同開発した自己学習教材です大学生協がおすすめする英語学習教材　アカデミックパック

「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。
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。

理工学部・知能情報学部・フロンティアサイエンス学部の方におすすめ

将来国際企業で活躍したい方のために、国際経済を英語で学ぶ『経済たまご』とのセットでご提案します。
社会に出る前に身につけたい経済の基礎知識を英語で知る―雇用、景気、消費とマーケティング、為替と通貨、財務、環境と資源、株式
と証券など、国内から国際経済までを「英語で学ぶ」経済英語入門とTOEIC®TEST教材をセットにしました。

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。

文学部・法学部・経済学部・経営学部・マネジメント創造学部の方におすすめ

留学をお考えの方に特におすすめ

スタートアップガイダンス

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）

日時：4月４日（土） 10：30～12：00
会場：P-1（iCommons 3F）

【教材構成】A5判冊子×8冊＋ＣＤ5枚
『だんだん英語を勉強したくなるBOOK』
『英語学習のトリセツ』 
『英語学習モチベーショナルノート』（学習ダイアリー）
『マンガでわかる！TOEFL-ITP入門』（CD付）
『TOEFL-ITPトレーニングブックVol.1/Vol.2 』（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）
『大学生のための7ステップ アクティブ・ラーニング』 （CD付）

“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

＋経済英語 “グローバルに活躍するニッポン人をめざす！”
世界の動きを経済から知るための

トレーニングキットを加えたパッケージです

TOEFL® ITP スターターキット
留学や語学研修の

可能性を広げる英語力を

￥26,350 テキストのみ
￥20,350

Ｖ講座付

￥21,350 テキストのみ
￥15,350

Ｖ講座付

￥21,350 テキストのみ
￥15,350

Ｖ講座付

＋理系英語

【教材構成】A5判冊子×7冊＋CD３枚／化粧箱入
『だんだん英語を勉強したくなるBOOK』
『英語学習のトリセツ』
『英語学習モチベーショナルノート』（学習ダイアリー）
『マンガでわかる TOEIC入門』
『大学生のためのTOEICトレーニングブック』（CD付）
『TOEIC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）
『大学生のための7ステップ アクティブ･ラーニング』（CD付）
+追加送付教材3冊

『TOEIC®TEST Essential Words320』（単語集）
『TOEIC®TEST Essential Grammar』（文法集）
『留学＆ホームステイのための英会話』（特別編）
※カウンセリングシート提出者には、返信時に上記のブックレットを進呈

英語学習 アカデミックパックTOEIC® TEST スターターキット

「Ｖ講座（Web視聴）」対応スマホ・ＰＣで学習ができる！

学内受験プログラムに合わせて学習をスタート！！

充実の受講者サービス

英語学習 アカデミックパック
TOEIC® TEST スターターキット
プレミアムコース＜４０日間特訓Ｖ講座付＞

英語学習アカデミックパックは、Kit0～Kit７までのオリジナルテキストと対応CD、さらにカウンセリングシート２枚で
構成されています。テスト対策のトレーニングブックだけではなく、本番と同じ完全模擬テスト、テストの概要を知る
ためのマンガ、日々の学習記録をつけるためのダイアリーなど、「使える英語」を身につけるために必要なパーツが
全て含まれています。

すべての新入生におすすめ

￥14,350税込
組価

✓40日分の学習すべてに動画講義
✓TOEICがより詳しく学習できる
✓TOEICスコアの更なるアップにつながる

実践トレーニングブック、Kit4の全40日分の学習すべてに動画講義を収録したのが
「Ｖ講座」です。1日分約15分の講義、トータル約10時間の講義を何度でも見られます。

●専用WEBサイト（スマートフォン対応）
　学習管理、追加課題などコンテンツ満載！
　皆さんの継続学習を強力にサポートします。

●敵を知り、自分を知る。
　プロ講師による90分セミナー
　自己学習だけでなく、90分のプロ講師による
　スタートアップガイダンスを実施。テスト形式
　から、攻略法、学習プランまで、教材を120％
　活用するためのセミナーです。●カウンセリング（WEB・書面）

　学習前の「プランニングシート」、学習後の「ステップアップシート」
　を基に専門の英語学習アドバイザーが、ひとりひとり丁寧にアドバイス

●学習相談
　アカデミックパック専用の学習相談窓口を開設。
　学習期間中は何度でも相談を受け付けます。
　学習相談もカウンセリング同様、専門のアドバイザーが対応します。

※視聴にはUdemyの事前登録（無料）が必要です　※視聴には別途通信料がかかります

✓1日分の講義は15分程度なので気軽に見られる
✓スマホ・PCでいつでもどこでも視聴できる

Ｖ講座（Ｗｅｂ視聴）なしのテキストのみでも購入できます。
受講者サービスはプレミアムコースと同内容をご利用いただけます。 税込組価 ￥10,350

国際交流センター 推奨
カレッジTOEIC
TOEFL-ITP

年間４回
年間３回

国際言語文化センター 主催
カレッジTOEIC
TOEFL-ITP

年間１回
年間２回

文学部 英文科 主催
カレッジTOEIC 年間２回

（2019年度実績）
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理系の世界では、すでに英語が必須のスキルとなっています！ 世界で活躍する理工系研究社をめざす皆さんにとって、必要な英語力
をつけるためのスタート教材『理系たまご』シリーズ３点をパッケージにしました。
さらに、TOEIC®TESTのための学習スターターキットをセットした、理工系新入生限定教材です。

新入生のために大学生協とアルクが共同開発した自己学習教材です大学生協がおすすめする英語学習教材　アカデミックパック

「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。
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。

理工学部・知能情報学部・フロンティアサイエンス学部の方におすすめ

将来国際企業で活躍したい方のために、国際経済を英語で学ぶ『経済たまご』とのセットでご提案します。
社会に出る前に身につけたい経済の基礎知識を英語で知る―雇用、景気、消費とマーケティング、為替と通貨、財務、環境と資源、株式
と証券など、国内から国際経済までを「英語で学ぶ」経済英語入門とTOEIC®TEST教材をセットにしました。

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。

文学部・法学部・経済学部・経営学部・マネジメント創造学部の方におすすめ

留学をお考えの方に特におすすめ

スタートアップガイダンス

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）

日時：4月４日（土） 10：30～12：00
会場：P-1（iCommons 3F）

【教材構成】A5判冊子×8冊＋ＣＤ5枚
『だんだん英語を勉強したくなるBOOK』
『英語学習のトリセツ』 
『英語学習モチベーショナルノート』（学習ダイアリー）
『マンガでわかる！TOEFL-ITP入門』（CD付）
『TOEFL-ITPトレーニングブックVol.1/Vol.2 』（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）
『大学生のための7ステップ アクティブ・ラーニング』 （CD付）

“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

＋経済英語 “グローバルに活躍するニッポン人をめざす！”
世界の動きを経済から知るための

トレーニングキットを加えたパッケージです

TOEFL® ITP スターターキット
留学や語学研修の

可能性を広げる英語力を

￥26,350 テキストのみ
￥20,350

Ｖ講座付

￥21,350 テキストのみ
￥15,350

Ｖ講座付

￥21,350 テキストのみ
￥15,350

Ｖ講座付

＋理系英語

【教材構成】A5判冊子×7冊＋CD３枚／化粧箱入
『だんだん英語を勉強したくなるBOOK』
『英語学習のトリセツ』
『英語学習モチベーショナルノート』（学習ダイアリー）
『マンガでわかる TOEIC入門』
『大学生のためのTOEICトレーニングブック』（CD付）
『TOEIC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）
『大学生のための7ステップ アクティブ･ラーニング』（CD付）
+追加送付教材3冊

『TOEIC®TEST Essential Words320』（単語集）
『TOEIC®TEST Essential Grammar』（文法集）
『留学＆ホームステイのための英会話』（特別編）
※カウンセリングシート提出者には、返信時に上記のブックレットを進呈

英語学習 アカデミックパックTOEIC® TEST スターターキット

「Ｖ講座（Web視聴）」対応スマホ・ＰＣで学習ができる！

学内受験プログラムに合わせて学習をスタート！！

充実の受講者サービス

英語学習 アカデミックパック
TOEIC® TEST スターターキット
プレミアムコース＜４０日間特訓Ｖ講座付＞

英語学習アカデミックパックは、Kit0～Kit７までのオリジナルテキストと対応CD、さらにカウンセリングシート２枚で
構成されています。テスト対策のトレーニングブックだけではなく、本番と同じ完全模擬テスト、テストの概要を知る
ためのマンガ、日々の学習記録をつけるためのダイアリーなど、「使える英語」を身につけるために必要なパーツが
全て含まれています。

すべての新入生におすすめ

￥14,350税込
組価

✓40日分の学習すべてに動画講義
✓TOEICがより詳しく学習できる
✓TOEICスコアの更なるアップにつながる

実践トレーニングブック、Kit4の全40日分の学習すべてに動画講義を収録したのが
「Ｖ講座」です。1日分約15分の講義、トータル約10時間の講義を何度でも見られます。

●専用WEBサイト（スマートフォン対応）
　学習管理、追加課題などコンテンツ満載！
　皆さんの継続学習を強力にサポートします。

●敵を知り、自分を知る。
　プロ講師による90分セミナー
　自己学習だけでなく、90分のプロ講師による
　スタートアップガイダンスを実施。テスト形式
　から、攻略法、学習プランまで、教材を120％
　活用するためのセミナーです。●カウンセリング（WEB・書面）

　学習前の「プランニングシート」、学習後の「ステップアップシート」
　を基に専門の英語学習アドバイザーが、ひとりひとり丁寧にアドバイス

●学習相談
　アカデミックパック専用の学習相談窓口を開設。
　学習期間中は何度でも相談を受け付けます。
　学習相談もカウンセリング同様、専門のアドバイザーが対応します。

※視聴にはUdemyの事前登録（無料）が必要です　※視聴には別途通信料がかかります

✓1日分の講義は15分程度なので気軽に見られる
✓スマホ・PCでいつでもどこでも視聴できる

Ｖ講座（Ｗｅｂ視聴）なしのテキストのみでも購入できます。
受講者サービスはプレミアムコースと同内容をご利用いただけます。 税込組価 ￥10,350

国際交流センター 推奨
カレッジTOEIC
TOEFL-ITP

年間４回
年間３回

国際言語文化センター 主催
カレッジTOEIC
TOEFL-ITP

年間１回
年間２回

文学部 英文科 主催
カレッジTOEIC 年間２回

（2019年度実績）
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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

MOS合格集中講座

キャリアアップ講座

おすすめします！
受講を

（Microsoft Office Specialist）

マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）とは…

（※1）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。
（※2）企業での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。

いま、スマホの普及により大卒新入社員のPCスキルの低下が大きな社会問題となっています。「大学生はパソ
コンが使えて当たり前」ではなくなった現在、国内累計受験者数430万人を超えるMicrosoft Office製品の利
用スキルを証明する国際資格（※1）であるMOSが、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
用されています。（※2）MOSの取得を通して、大学生活で必要となる「すぐに使える」PCスキル、そして、業種・職
種を問わず、すべての社会人に必要となる「ずっと使える」PCスキルを身につけ、それを証明することができま
す。卒業前に慌てないように、早い時期の取得をお勧めします。

（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！！）

（レンタル料金：1,100円（税込）
※夏休み集中講座期間中は科目数関係なくこの料金でレンタルできます）

新入生サポートセンターの
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！
夏期休暇の期間に短期集中6日間を予定！！

（予備日含む）

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 35,000円（税込）

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

2019年度
甲南MOS試験合格集中講座

受験者合格率

100％
（2019年10月31日現在）

2科目 60,000円（税込）

3科目 85,000円（税込）

早期申込み MOS合格集中講座
受講特別価格（パソコン持込受講料）

お申込はこちらから
https://online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

体育の授業や部活動、普段使いにも幅広く人気です！

販売は「合格者・保護者説明会」会場にて。（WEBでの販売はございません）

■お買い得3点セット

■お好きな組み合わせでもご購入いただけます。

◎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！

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

（本体価格9,074円＋税）

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。

体育館シューズ 22.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

　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

ポロシャツ

Tシャツ

■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

Tシャツ

スウェット

1,750円
甲南大学生協特別価格

（本体価格1,621円＋税）

3,300円
甲南大学生協特別価格

（本体価格3,056円＋税）

5,250円
甲南大学生協特別価格

（本体価格4,862円＋税）
体育館シューズ

3,100円
甲南大学生協特別価格

（本体価格2,871円＋税）

※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。
※本商品は在庫限りの商品となります。
　品切れの場合もございますので、予めご了承ください。

おすすめ

■スポーツウェア購入方法
販売は、2月以降の「合格者・保護者説明会」会場にて現地販売しております。（WEBでの販売はございません）
ご入学後も店舗にてご購入いただけます。在庫限りのため、品切れの場合はご容赦ください。

キャリア講座～MOS合格集中講座～
なりたい「将来の自分」に着実に近づくために

オススメ甲南スポーツウェア
経営学部　西村順二研究室×アシックス×甲南大学生協
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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

MOS合格集中講座

キャリアアップ講座

おすすめします！
受講を

（Microsoft Office Specialist）

マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）とは…

（※1）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。
（※2）企業での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。

いま、スマホの普及により大卒新入社員のPCスキルの低下が大きな社会問題となっています。「大学生はパソ
コンが使えて当たり前」ではなくなった現在、国内累計受験者数430万人を超えるMicrosoft Office製品の利
用スキルを証明する国際資格（※1）であるMOSが、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
用されています。（※2）MOSの取得を通して、大学生活で必要となる「すぐに使える」PCスキル、そして、業種・職
種を問わず、すべての社会人に必要となる「ずっと使える」PCスキルを身につけ、それを証明することができま
す。卒業前に慌てないように、早い時期の取得をお勧めします。

（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！！）

（レンタル料金：1,100円（税込）
※夏休み集中講座期間中は科目数関係なくこの料金でレンタルできます）

新入生サポートセンターの
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！
夏期休暇の期間に短期集中6日間を予定！！

（予備日含む）

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 35,000円（税込）

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

2019年度
甲南MOS試験合格集中講座

受験者合格率

100％
（2019年10月31日現在）

2科目 60,000円（税込）

3科目 85,000円（税込）

早期申込み MOS合格集中講座
受講特別価格（パソコン持込受講料）

お申込はこちらから
https://online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

体育の授業や部活動、普段使いにも幅広く人気です！

販売は「合格者・保護者説明会」会場にて。（WEBでの販売はございません）

■お買い得3点セット

■お好きな組み合わせでもご購入いただけます。

◎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！

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

（本体価格9,074円＋税）

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。

体育館シューズ 22.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

　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

ポロシャツ

Tシャツ

■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

Tシャツ

スウェット

1,750円
甲南大学生協特別価格

（本体価格1,621円＋税）

3,300円
甲南大学生協特別価格

（本体価格3,056円＋税）

5,250円
甲南大学生協特別価格

（本体価格4,862円＋税）
体育館シューズ

3,100円
甲南大学生協特別価格

（本体価格2,871円＋税）

※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。
※本商品は在庫限りの商品となります。
　品切れの場合もございますので、予めご了承ください。

おすすめ

■スポーツウェア購入方法
販売は、2月以降の「合格者・保護者説明会」会場にて現地販売しております。（WEBでの販売はございません）
ご入学後も店舗にてご購入いただけます。在庫限りのため、品切れの場合はご容赦ください。

キャリア講座～MOS合格集中講座～
なりたい「将来の自分」に着実に近づくために

オススメ甲南スポーツウェア
経営学部　西村順二研究室×アシックス×甲南大学生協
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お申込み
受付期間

2019年

12月13日（金）～
※予約商品のため台数に限りがございます。お早めにお申込みください。
※4月3日以降、商品ご購入をご希望の方はTSUTAYABOOKSTORE学友会館北館へお越しください。

2020年

4月3日（金）

ご注文方法

お支払いについて

注文手順

①ログイン

①ご注文完了後「コンビニお支払い番号」が表示されます。念のため番号をお控えください。
　ご登録のメールへも「【大学生協】ご注文内容のご案内」が届きます。
②7日以内にお近くのコンビニエンスストアの設置端末に入力後、お支払いください。
　※ご注文から7日以内にお支払いされない場合、商品のご予約・お支払い番号が無効となります。
　　 再度WEBサイトよりご注文ください。

コンビニ払い（受付番号方式）　【ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セイコーマート】

商品返品について
商品到着日から1週間以内に新入生サポートセンターへご連絡ください
商品不良、誤納品の場合は着払いにて大学生協が負担します。それ以外の場合はお客さまにてご負担ください。
※次の場合は、商品の返品・交換はできません。
　開梱したり、一度ご使用になられた商品、お客様の取り扱いによる汚破損品の場合。
　新入生サポートセンター　TEL：078-441-7910　（開設期間：1月15日～4月17日　平日10：00～16：00）

商品のお渡しについて
期間中に教材お渡し会場にてお受取ください。（PC・PCサポートデスク会員証・電子辞書・ケース・電卓）
　支払完了メールの画面もしくはプリントアウトしたものをスタッフへご提示ください。
　期間：4月1日（水）～4月3日（金）10：00～16：00
　場所：TSUTAYAブックカフェ（iCommons4階）
プリンタは、入金確認後、3月9日（月）以降順次ご指定の住所へ発送いたします。
※西宮キャンパスの方は、「入学準備ガイドブック西宮キャンパス版」をご確認ください。

まずは、「新規登録」をお願いします。
合格者・保護者説明会申込みをすでに行って
いる方は、申込みの際に設定されているID・パ
スワードでログインしてください。

「新規登録はこちら」よりIDを作成してください。
※生協・共済加入のお申込みとは異なりますので改めてご登

録をお願いいたします。
※合格者・保護者説明会申込みでID登録済の方は同じID・パ

スワードでログインください。

②商品選択
カテゴリよりご希望の商品をお選びの上、
お買い物かごにいれてください。

③受取方法選択
商品を全て選び終わったらお買い物かごを確認し、
「受け取り方法」へお進みください。

⑤注文確定
注文を確定いただくと「コンビニお支払い番号」と

「受付電話番号」をご確認ください。
ご登録のメールアドレスへ、注文完了メールが届きます。

⑥コンビニでお支払い
コンビニの店頭設置端末で「コンビニお支払い番号」と「受付
電話番号」をご入力いただき、ご注文から７日以内にお支払い
をお願いいたします。
※初回ご注文時のみ、コンビニ手数料500円がかかります。

【指定のコンビニ】
　ローソン・ファミリーマート・
　ミニストップ・セイコーマート

④配送先
配送先情報を「マンション名・部屋番号」まで
お忘れなく入力してください。
※配送は、入金確認のとれ

た方から、3月9日以降
順次配送いたします。

※下宿先に日付指定でお
届けの場合は、入居予定
日より後の日付を入力く
ださい。

※入金確認後の発送にな
りますので、入金予定よ
り1週間以降の日付を選
択ください。

https：//www.knu.jp/start/index.html

検索甲南大学生協　受験生・新入生応援サイト

入金確認後
メールが届きます

パンフレット･WEBサイト等で決めた商品を
甲南大学生協 大学生協オンラインサイトでご注文

受験生・新入生応援サイトより「教材購入」へすすむ

お申込み方法
（パソコン・電子辞書・講座など）
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お申込み
受付期間

2019年

12月13日（金）～
※予約商品のため台数に限りがございます。お早めにお申込みください。
※4月3日以降、商品ご購入をご希望の方はTSUTAYABOOKSTORE学友会館北館へお越しください。

2020年

4月3日（金）

ご注文方法

お支払いについて

注文手順

①ログイン

①ご注文完了後「コンビニお支払い番号」が表示されます。念のため番号をお控えください。
　ご登録のメールへも「【大学生協】ご注文内容のご案内」が届きます。
②7日以内にお近くのコンビニエンスストアの設置端末に入力後、お支払いください。
　※ご注文から7日以内にお支払いされない場合、商品のご予約・お支払い番号が無効となります。
　　 再度WEBサイトよりご注文ください。

コンビニ払い（受付番号方式）　【ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セイコーマート】

商品返品について
商品到着日から1週間以内に新入生サポートセンターへご連絡ください
商品不良、誤納品の場合は着払いにて大学生協が負担します。それ以外の場合はお客さまにてご負担ください。
※次の場合は、商品の返品・交換はできません。
　開梱したり、一度ご使用になられた商品、お客様の取り扱いによる汚破損品の場合。
　新入生サポートセンター　TEL：078-441-7910　（開設期間：1月15日～4月17日　平日10：00～16：00）

商品のお渡しについて
期間中に教材お渡し会場にてお受取ください。（PC・PCサポートデスク会員証・電子辞書・ケース・電卓）
　支払完了メールの画面もしくはプリントアウトしたものをスタッフへご提示ください。
　期間：4月1日（水）～4月3日（金）10：00～16：00
　場所：TSUTAYAブックカフェ（iCommons4階）
プリンタは、入金確認後、3月9日（月）以降順次ご指定の住所へ発送いたします。
※西宮キャンパスの方は、「入学準備ガイドブック西宮キャンパス版」をご確認ください。

まずは、「新規登録」をお願いします。
合格者・保護者説明会申込みをすでに行って
いる方は、申込みの際に設定されているID・パ
スワードでログインしてください。

「新規登録はこちら」よりIDを作成してください。
※生協・共済加入のお申込みとは異なりますので改めてご登

録をお願いいたします。
※合格者・保護者説明会申込みでID登録済の方は同じID・パ

スワードでログインください。

②商品選択
カテゴリよりご希望の商品をお選びの上、
お買い物かごにいれてください。

③受取方法選択
商品を全て選び終わったらお買い物かごを確認し、
「受け取り方法」へお進みください。

⑤注文確定
注文を確定いただくと「コンビニお支払い番号」と

「受付電話番号」をご確認ください。
ご登録のメールアドレスへ、注文完了メールが届きます。

⑥コンビニでお支払い
コンビニの店頭設置端末で「コンビニお支払い番号」と「受付
電話番号」をご入力いただき、ご注文から７日以内にお支払い
をお願いいたします。
※初回ご注文時のみ、コンビニ手数料500円がかかります。

【指定のコンビニ】
　ローソン・ファミリーマート・
　ミニストップ・セイコーマート

④配送先
配送先情報を「マンション名・部屋番号」まで
お忘れなく入力してください。
※配送は、入金確認のとれ

た方から、3月9日以降
順次配送いたします。

※下宿先に日付指定でお
届けの場合は、入居予定
日より後の日付を入力く
ださい。

※入金確認後の発送にな
りますので、入金予定よ
り1週間以降の日付を選
択ください。

https：//www.knu.jp/start/index.html

検索甲南大学生協　受験生・新入生応援サイト

入金確認後
メールが届きます

パンフレット･WEBサイト等で決めた商品を
甲南大学生協 大学生協オンラインサイトでご注文

受験生・新入生応援サイトより「教材購入」へすすむ

お申込み方法
（パソコン・電子辞書・講座など）
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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。

教科書は必須です。
教科書販売期間中に必ずご購入ください。

・教科書購入には、学生証（生協電子マネー機能付）のご利用がお得です！
・事前に事前チャージ＋定期オンラインチャージの申込みをお願いします。
　詳細は「生協・共済加入手続きのご案内」・このガイドブックのP14をご覧ください。

学生証（生協電子マネー）で購入した場合

すべての教科書で10％割引
・現金・図書カードで購入した場合、組合員価格は1冊3,000円未満の書籍は5%割引、
　1冊3,000円以上の書籍は10%割引となります。

6,731円（税込）

定価 7,920円のところ

セット価格
１５％OFFで！！①ポケット六法 令和２年版

②法律学小辞典 第5版
③条文の読み方

定価：2,090円（税込）

定価：4,950円（税込）

定価：880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 学友会館北館

法学部の学生必見！ 有斐閣セットセール 

①ポケット六法 令和2年版 ②法律学小辞典 第5版
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 880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40,000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

すべての法分野から約8,600項目
を精選。解説の根拠となる法令・判
例・学説を豊富に引用。
学習に、実務に、資格試験に、基本
の学習から総合的理解まで、広く
利用できる。
2016年03月発売
四六判上製箱入、1520ページ 
定価 4,950円（本体 4,500円）
ISBN 978-4-641-00029-2

民法（債権法）改正いよいよ施行！
◇民法、民事執行法、独占禁止法

等重要改正に対応
◇改正前の民法も全文収録、民

法条数対照表付き
佐伯 仁志（東京大学教授）
大村 敦志（学習院大学教授）／編集代表
2019年09月発売 
Ｂ６判並製箱入、2056ページ 
定価 2,090円（本体 1,900円）
ISBN 978-4-641-00920-2

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。

多様なコースプランをご用意

●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

１．基本プラン
特徴

おすすめ
タイプ

●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。２４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。

●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。

５．自動二輪＋普通四輪コース
特徴

●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

●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・兵庫自動車学校西宮本校・甲子園自動車教習所・尼崎ドライブスクール・阪神ライディングスクール・くいせ自動車学校・大陽猪名川自動車学
校・リエゾンドライビングスクール・PORTISLAND DRIVING SCHOOL・神戸ドライビングスクール・北播磨ドライビングスクール・三田自動車学院・M．ランド丹波ささ山校・神戸西インター
自動車学校・アールドライバーズ西北・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・兵庫県自動車学校姫路校・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・ネヤガワドライビングスクール・守口自動車教習所・関目自動車学校・門真自動車教習所・芦原自動車教習所・住の江ドライビングスクール・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・藤井寺自動車教習所・富田林モータースクール・堺自動車教習所・阪和鳳自動車学校・泉北自動車教習所・公明池自動車教習所・いずみさ
の自動車教習所　【和歌山県】　マジオ　ドライバーズスクール和歌山校・ドライビング・スクールかいなん・塩屋自動車学校　【奈良県】　香芝自動車学校・法隆寺自動車教習所・春日自動
車学校・奈良交通自動車教習所　【京都府】　宝池自動車教習所・光悦自動車教習所・うずまさ自動車教習所・デルタ自動車四条教習所・伏見デルタ・山科自動車教習所・長岡自動車教習所・
大久保自動車教習所・二条自動車教習所・きんき安全自動車学校　【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・アヤハ自動車教習所水口校・彦根自動車教習
所・長浜自動車教習所　

大学生協指定通学制自動車学校

【福井】　AOIドライビングスクール福井校・勝山校・敦賀校・北陸自動車学校・敦賀自動車
学校　【兵庫】　北播ドライビングスクールM．ランド丹波ささ山校・あぼし自動車教習所・
土山自動車学院・西神自動車学院・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　【和歌山】　ドライビングスクール・かいなん　【鳥取】　鳥取県東部自動車学
校・イナバ自動車学校・日本海自動車学校・鳥取県自動車学校・米子西部自動車学校・鳥取
県倉吉自動車学校　【島根】　Mランド益田校・島根自動車学校・出雲高等自動車教習所

【広島】　備南自動車学校　など

大学生協指定合宿制自動車学校（西日本エリア一部）

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※キャッシュレスポイント還元５％もあり非常にお得です。

教科書購入について
授業が決まったら、教科書をそろえましょう

運転免許を取ろう
時間を有効に活用し、学生のうちに取ることをおすすめします。
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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。

教科書は必須です。
教科書販売期間中に必ずご購入ください。

・教科書購入には、学生証（生協電子マネー機能付）のご利用がお得です！
・事前に事前チャージ＋定期オンラインチャージの申込みをお願いします。
　詳細は「生協・共済加入手続きのご案内」・このガイドブックのP14をご覧ください。

学生証（生協電子マネー）で購入した場合

すべての教科書で10％割引
・現金・図書カードで購入した場合、組合員価格は1冊3,000円未満の書籍は5%割引、
　1冊3,000円以上の書籍は10%割引となります。

6,731円（税込）

定価 7,920円のところ

セット価格
１５％OFFで！！①ポケット六法 令和２年版

②法律学小辞典 第5版
③条文の読み方

定価：2,090円（税込）

定価：4,950円（税込）

定価：880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 学友会館北館

法学部の学生必見！ 有斐閣セットセール 

①ポケット六法 令和2年版 ②法律学小辞典 第5版
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 880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40,000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

すべての法分野から約8,600項目
を精選。解説の根拠となる法令・判
例・学説を豊富に引用。
学習に、実務に、資格試験に、基本
の学習から総合的理解まで、広く
利用できる。
2016年03月発売
四六判上製箱入、1520ページ 
定価 4,950円（本体 4,500円）
ISBN 978-4-641-00029-2

民法（債権法）改正いよいよ施行！
◇民法、民事執行法、独占禁止法

等重要改正に対応
◇改正前の民法も全文収録、民

法条数対照表付き
佐伯 仁志（東京大学教授）
大村 敦志（学習院大学教授）／編集代表
2019年09月発売 
Ｂ６判並製箱入、2056ページ 
定価 2,090円（本体 1,900円）
ISBN 978-4-641-00920-2

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。

多様なコースプランをご用意

●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

１．基本プラン
特徴

おすすめ
タイプ

●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。２４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。

●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。

５．自動二輪＋普通四輪コース
特徴

●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

●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・兵庫自動車学校西宮本校・甲子園自動車教習所・尼崎ドライブスクール・阪神ライディングスクール・くいせ自動車学校・大陽猪名川自動車学
校・リエゾンドライビングスクール・PORTISLAND DRIVING SCHOOL・神戸ドライビングスクール・北播磨ドライビングスクール・三田自動車学院・M．ランド丹波ささ山校・神戸西インター
自動車学校・アールドライバーズ西北・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・兵庫県自動車学校姫路校・姫路中央自動
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なりたい『将来の自分』は決まっていますか？

大学1年生冬からの就活⇒だから希望の就職ができる！

特に公務員志望者にお勧めです！

2020年12月開講 1年生から始める

甲南大学キャリアセンター主催　キャリアアップ講座

【講座運営：甲南大学生活協同組合　協力：東京アカデミー】

就職試験で必要な学力を低学年のうちから身につけることができます。

①基礎数学6コマで高校までの数学を効率よくおさらいできる
　➡数学が苦手でも大丈夫。少しづつ復習できるカリキュラムです。
②一般知能12コマで公務員試験独特の試験問題に慣れる
　➡早めのスタートが有利です。試験の解き方もマスターしよう。
③政治経済14コマで時事問題の対策もばっちり
　➡新聞ニュースなど社会に関心を持って大学生活を過ごしていこう。
④公務員模試（チャレンジスタート模試）を大学内にて実施
　➡まずはご自身の学力を客観的に知ることができます。
⑤法律・経済の専門科目入門ガイダンスつき
　➡憲法・民法などの法律科目やミクロ経済、マクロ経済など
　　地方上級　や国家公務員志望者にとっては受験必須の科目です。

受講料（2019年度例）：12月生32,600円（38コマ）・1月生：28,600円（32コマ）

他にもキャリア講座がございます。
入学後にキャリアアップ講座の冊子をご覧ください。

講座のお問合せは
甲南大学生活協同組合 サービスカウンター（i Commons4F）
☎：078-441-7903
mail：info@konan-unvcoop.or.jp

甲南大学公務員講座 受講のポイント

１年生に
おすすめ！

公務員試験対策講座

公務員・民間就職筆記試験対策講座

主な最終合格先　2018年度採用実績

　将来、公務員を志望する学生は例年多くいます。近年では柔軟性をもった人材が求められるなど、公務員を取り巻く環境も変わ
りつつあります。そのため公務員試験では筆記試験のみならず、人物試験（面接・集団討論）も重視されてきています。
　この講座では公務員試験に必要な学力だけでなく、最終合格に向けての人物試験対策にも取り組み、これまで多くの合格者を
輩出してきました。公務員ガイダンスや個別面談を通して、皆さんの不安を解消できるカリキュラムとなっています。さらに講座の
全てを甲南大学で実施するため、受験する皆さんにとっては学部の授業の後、すぐに講座に出ることが可能になっています。
　皆さん自身が、この講座を基本にできるだけ踏み込んだ学習を行うきっかけとして頂くことを期待します。

52名

①岡本キャンパスで、便利に受講。
②学事予定に配慮したカリキュラム。
③市価より安く、充実サポート。
④予備校プロ講師による指導。
⑤予備校との連携で、ブラッシュアップ。

国家公務員一般職・国税専門官・兵庫県庁・西宮市・伊丹市・
姫路市・加古川市・大阪府・京都市　警視庁・兵庫県警察・
大阪府警察・東京消防庁・神戸市消防・大阪市消防・他多数

公務員講座は３年生からの
受講をおすすめします！

1年生の皆様にはこの講座の
受講をおすすめいたします！

ガイダンスに参加して
将来の目標を考えよう！

合格おめでとう
ございます！！

2018年度受講生
公務員試験

最終合格者数のべ

キャリア講座～公務員講座～
なりたい「将来の自分」に着実に近づくために
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新入生サポートセンター

　「不安なく甲南大学での大学生活をスタートさせる
ための準備」をお手伝いするために、甲南大学生協が
開設しています。
　お聞きになりたいことがあれば、お電話・メールでお
問合せください。ご来校いただき窓口でご説明・ご相
談させていただくこともできます。（予約制）

　先輩学生が、新入生の皆様の入学準備をお手伝いします。職員と
ともに、先輩からのアドバイスや自身の経験を踏まえて対応させてい
ただいております。
　新入生サポートセンターだけでなく、合格者・保護者説明会やPC講
座など、様々な場面で学生スタッフが活躍しています。分からないこ
と・不安なことがあれば積極的にお尋ねください。

新入生サポートセンターとは 先輩学生スタッフも活躍しています

※駐車場はございません。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。

新入生サポートセンター 営業日程

甲南大学生協からのお知らせ
■甲南大学生協　Twitter

日々の店舗からのお知らせや、イベントの様子、大学内の様子を投稿しています。
是非フォローしてください。

■新入生サポートセンター　Twitter
よくあるお問合せのご紹介や、イベントのご案内、締切のご案内、サポートセンターの
様子などの情報を発信していきます。先輩学生からのミニ情報なども投稿予定です。

■新入生サポートセンター　お問合せ先
メール：welcome@konan-unvcoop.or.jp
電　話：078-441-7910
営業時間：10：00～16：00（1月15日（水）～4月17日（金） ※3月は土曜10：00～13：00で営業）

アカウント 甲南大学生活協同組合@KONANCOOP

アカウント 甲南大学生協 新入生サポートセンター@welcomeKONAN

■期　間　1月15日（水）～4月17日（金）
■時　間　平日10：00～16：00　土日祝休
　　　　　※3月は土曜10：00～13：00で営業いたします。
■場　所　甲南大学　学友会館北館1階
　　　　　TSUTAYA BOOKSTORE内 特設スペース
　　　　　※時期により場所が変わる可能性があります。
　　　　　　お申込後にご案内いたします。
■お問合せ先
　メール　welcome@konan-unvcoop.or.jp
　電　話   078-441-7910

個別相談は、必ず事前に申込みください
以下のサイトより、ご希望の時間を選択し、
お申込ください。（3日前まで）
PCの方は　https://www.knu.jp/start/center/
スマホの方は、二次元バーコードよりアクセスください。

新入生サポートセンター
甲南大学生協が、甲南大学での新生活準備のサポートをいたします。

※重要※
まず始めに必ずお読みください。

甲南大学生活協同組合

※期日を過ぎてしまった場合でも手続きは可能ですが、手続きに時間がかかります。期日内での手続きをお願いいたします。
※教材ご購入・講座お申込みは12月13日より開始いたします。

ー生協・共済加入手続き期間ー

3月11日（水）～3月18日（水）
年内入試合格の方

3月11日（水）～3月23日（月）
一般入試合格の方

入学準備
GuideBook

甲南大学での4年間を安心して始めよう！

入学準備スケジュール

大学生の食生活・生協食堂

生協店舗でのお買い物
生協電子マネー・定期チャージ

大学生とパソコン・電子辞書

留学事情・英語学習


