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甲 南 大 学 生 活 協 同 組 合

入学準備スケジュール

甲南大学はノートパソコンが必要！
生協推奨パソコン

（別冊「パソコンガイド」）

大学生の食生活・生協食堂

電子辞書・電卓

留学事情・英語学習

新入生学生アドバイザー ※写真撮影時のみマスクをはずしています。

入学準備 2023

甲南大学での４年間を安心して始めよう！

なんでも相談ひろば＃春から甲南 新入生・保護者のための
入学準備ポータルサイト！

この冊子が届いたら新入生も保護者の方もすぐにご登録ください！
入学までのすべての追加情報は、なんでも相談ひろばでご案内します。

●疑問・質問は全て「なんでも相談ひろば」へ
　投稿をお願いいたします。
●先輩学生アドバイザーの
　ワクワク大学情報紹介♪
●テーマごとの座談会や教授による
　プチ講義など特別動画公開しています。

【利用方法】
①２次元コードより情報登録
②ログインいただくと、先輩学生アドバイザーの「甲
南大生の日常」日記や質問をしたり、他の人の質
疑を見ることができます♪

※公式LINEを登録いただくと、トーク画面のメ
ニューからも登録ページに行くことができます。

新規登録 ログイン

甲南大学では、授業等でノート型パソコンが必要です。
甲南大学では、今後ますます加速化する高度情報化社会で活躍できる人材育成を目指し、ICTを利用した
オンライン教育も推進しています。
入試要項にも「［全学部］授業等でノート型パソコンが必要になります。」と記載がされています。
甲南大学生活協同組合では、各学部と相談の上、先輩学生が甲南大学で使いやすいと太鼓判を押し、
選定した「生協推奨パソコン」をご提案しています。別冊の「パソコンガイド」を必ずご覧ください。



以下の手順に沿ってもれなくお手続きをお願いいたします。

なんでも相談ひろば・甲南大生協公式LINEに登録（親子で）STEP 1

生協・共済加入手続きを行うSTEP 2

合格者・保護者説明会に参加する(親子で）STEP 3

生協推奨スペックパソコン・その他教材・講座の申込をするSTEP 4

教科書・教材を購入する。
入学後に教科書購入ガイドが
配布されます。

STEP 5
大学生協の組合員カード提示で

教科書 10％ポイント還元
教科書の割引購入には、生協加入が必要です。

入
学
前

入
学
後

なんでも相談ひろば

甲南大学生協公式LINEお友達登録お願いします！
なんでも相談ひろば内の「甲南大生の日常」更新のお知らせや、手続き期限のご案内、
合格者・保護者説明会の会場のお知らせなどを行います。
合格者・保護者のみなさま是非ご登録ください！
※こちらのLINEアカウントでは個別のご相談を受け付けておりません。ご質問は「＃春から甲南　なんでも相談ひろば」、
　ご注文後のお問合せは、新入生サポートセンター(welcome@konan-unvcoop.or.jp)へお問合せください。

＃春から甲南
新入生・保護者のための
入学準備ポータルサイト！

この冊子が届いたら新入生も保護者の方もすぐにご登録ください！
入学までのすべての追加情報は、なんでも相談ひろばでご案内します。

●疑問・質問は全て「なんでも相談ひろば」へ
　投稿をお願いいたします。

●先輩学生アドバイザーの
　ワクワク大学情報紹介♪

●テーマごとの座談会や教授による
　プチ講義など特別動画公開予定です。

【利用方法】

①２次元コードより情報登録

②ログインいただくと、先輩学生アドバイザーの「甲
南大生の日常」日記や質問をしたり、他の人の質
疑を見ることができます♪

※公式LINEを登録いただくと、トーク画面のメ
ニューからも登録ページに行くことができます。

新規登録 ログイン

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」
12月・2月・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

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

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

＊合格者・保護者説明会について、詳しくはP.４～５をご覧ください。
＊生協・共済加入手続きについては、別紙「加入手続きガイドブック」をご覧ください。

入試・大学の予定 生　協
１月 31日（火） 生協・共済加入手続き締め切り

２月 11日（土） 合格者・保護者説明会

15日（水） 一般前期日程・
共通テスト利用型合格発表

17日（金） 一般中期日程合格発表

18日（土） 合格者・保護者説明会

23日（木） 合格者・保護者説明会

25日（土） 合格者・保護者説明会

３月 11日（土） 合格者・保護者説明会

14日（火） 一般後期日程合格発表

16日（木） 共通テスト利用型合格発表

18日（土） 合格者・保護者説明会

21日（火） 合格者・保護者説明会

28日（火） 生協・共済加入手続き締め切り

４月   １日（土） 入学式 生協特設ブース

初旬 教科書購入（4/4 ～ 4/22（予定））

年内入試
の方

一般入試
の方
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甲南大学生協では、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しています。先輩学生が
自分たちの経験を踏まえて、入学準備の必要なことから学生生活の過ごし方について説明を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をさせていただきます。各種相談も可能です。加入手続きや商品
の相談・お申し込みを行う事が出来ますので、ぜひご参加ください。

1
甲南大学生協
合格者・保護者説明会の
ページにアクセス

2
「合格者・保護者説明会
申込」を選択

3 必要事項を入力し、
ご希望の日にちを選択
してお申し込みを完了
させてください。

※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。
※申込みは開催日の３日前までとさせていただきます。
※当日ご都合が合わなくなり、キャンセルされる場合は welcome@konan-unvcoop.or.jp にご連絡ください。
※新型コロナ感染症防止対策のため、人数を制限して開催いたします。申込締切までに必ずお申込みをお願いいたし
ます。また、最少人数でのご来場へご協力お願いいたします。

■お申込みが必要です！

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

私たち「甲南大の先輩」が
　　　疑問・質問にお答えします！
先輩学生が、新入生の皆様の入学準備をサポートしています！
自身の経験を踏まえて、アドバイスなどをさせていただきます。
なんでも相談ひろばに寄せられた疑問・質問には
私たちがお答えしますので、なんでもきいてくださいね！

なんでも相談ひろば
でお問合せ・気になることを受付中！

ご登録いただくと、ご質問だけでなく、
甲南大生の日常(先輩のweb日記)やプチ講義や

ガイダンス動画なども見ることができます。

なんでも相談ひろば
https://www.knu.jp/square/support/
ご登録後、ご利用いただけます！

2022年度生協学生アドバイザー

私は人見知りが激しく、その上初めて会う人に話しかける勇気もなかったので、誰一人知り合いのいない大学で友達ができるか�
どうかが何より一番の不安でした。しかし、そんな心配を抱えながら参加した合格者・保護者説明会で、学生アドバイザーの方が
同じ学部学科の新入生と話すように促してくださったおかげで、そこで出会った友人と授業を受けたり出かけたりして今でも一緒
に過ごしています。
また、こうやって私自身も新入生の手助けができる立場になりたいと思ったのも、合格者・保護者説明会でそんな出来事があった
からです。合格者・保護者説明会では、大学生活を不安なくスタートできるよう、先輩学生からのサポートや商品・サービスの紹介
を行いますので、ぜひ参加してくださいね！� 学生アドバイザー　磯野舞子（文学部３回生）

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。
� （経営学部　母）

● キャンパスの雰囲気が分かる！
● 先輩スタッフに直接質問ができる！
● 大学（キャリアセンター）からのメッセージ
● 教材や入学までに必要な準備、生協手続きをご案内

2022年12月17日(土)

午前・午後二部制
定員　各回100組

会場　岡本キャンパス

※ オンライン説明会、オンライン商品説明会、ミニ合格者・
保護者説明会は「受験生・新入生応援サイト」にて別途
ご案内いたします。

2022年12月24日(土)

2023年 ２ 月11日(土)

2023年 ２ 月18日(土)

2023年 ２ 月23日(木)

2023年 ２ 月25日(土)

2023年 ３ 月11日(土)

2023年 ３ 月18日(土)

2023年 ３ 月21日(火)

・ 大学主催スクーリングと日程が重なる場合は、スクーリングの方へご参加ください。よろしければ、スクーリン
グのない別の日時の回へご参加ください。

・�遠方にお住まいの方、個々の事情で来られない方、上記日程及びオンライン説明会、オンライン商品説明会、ミ
ニ合格者・保護者説明会に参加が難しい方は、「なんでも相談ひろば」にて説明会の動画（一部）を公開します
のでご覧ください。
　ご質問は「何でも相談ひろば」をぜひご利用ください。
　個人に特化したご質問であれば welcome@konan-unvcoop.or.jp でも受け付けます。

■ 合格者・保護者説明会　開催日程一覧
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。
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けっこう
忙しい！ とある新入生の

スケジュール

起床・通学 朝 食 昼 食 夕 食 帰宅・勉強 就 寝授業
１コマ目

授業
２コマ目

授業
３コマ目

授業
４コマ目

サークル、図書館で勉強
アルバイトなど

ネット、TV、
風呂など

休憩
＆

教室移動

休憩
＆

教室移動

７：30 ８：15 ９：00 10：30 10：40 12：10 13：00 14：40 16：10 19：00 20：00 22：00 24：0014：30

甲南大学では同窓会の支援を受けて実施している
100円朝食が大人気です。（＊期間限定/年２回実施）
朝から生協を利用することで、良い一日をスタートできます！
100円朝食はCUBE・FIRSTでも実施しています。

朝食をとることで集中力が高まります。
生協を利用している方のお声

生協の食堂やコンビニをよく利用します。食堂では、
内容の充実した食事を安く食べられることや、コンビ
ニでは普段利用するお店とほとんど変わらない商品
があるほか、学生証にチャージしたお金でスムーズ
に支払いができるという利点があります。
また、長期休みに行く旅行の相談や申し込みを行う
時にも生協を利用します。生協を利用して旅行の申
し込みをすると安くなることが多いので便利です。
ほかにも、教科書や本を買うときなど、大学生活の
様々な場面で生協を利用しています。

（経済学部　２回生）

朝食タイム朝食タイム

近年、大学生の食生活において朝昼兼
用食の割合が高くなっています。また、
コロナ禍でアルバイト収入が減り、収入
と支出ともに大きく減少傾向にありま
す。支出の中でも特に削られがちなのが

「食費」です。しかし、大学生活における
学びを支えるために

「食」は大事な要素
です。大学生協は、
組 合 員さまに寄り
添った店舗運営で、
大学生活の「食」を
支えます。

一人暮らしを始めてから食事を摂る時間がバラバラ
になり、３食しっかり食べるという習慣もおろそかになりつつあります。
授業のレポートや就活、バイトなどで忙しいときほど食事を簡単なもの
ですませてしまうことが多く、バランスを考えられていないです。

甲南学園情報サイト『KONAN-PLANET』に大学での食に
関する特集記事が掲載されています。ぜひご覧ください。
https://www.konan-u.ac.jp/konan-planet/academic/qa01/

昼食タイム昼食タイム
HiraoDiningHall（North・South・West）：iCommons１階

午後の空き時間午後の空き時間

大 学 生 の
食 生 活 に お け る 課 題

あ る 学 生 の １ 日 の 食 事  （ 下 宿 生 ）

トーストとコーヒーとヨーグルト。
野菜は野菜ジュースで補う朝

食堂のメニュー
「冷やしかき揚げうどん」昼

レトルトのご飯とカレー夜

CAFFE&BAR PRONTO：iCommons１階

カフェパンセ：５号館１階

モーニングセットに限定ドリンクがついてお得です！

選べる副菜は種類豊富！

HiraoDiningHallは座席数1,300と広いホールで、学生だけで
なく教職員なども利用する学生食堂です。
出食カウンターには麺類や丼、総菜などが並び、種類豊富な組み
合わせ提案によりバランスを考えた食事を摂ることができます。
また、入学前チャージをした学生証を利用することでレジも混雑
することなくスムーズにご利用できます。

空き時間を利用してゆっくりコーヒーブレイクができます。
カフェパンセでは、店舗で焼く焼き立てパンと、甲南オリジ
ナルコーヒー「KoCoCafé No.836」がお勧めです。

温玉ねぎとろ丼
462円

甲南自家製から揚げ
220円

お勧めメニュー

・豚塩カルビ丼（407円）
・オクラ巣ごもり玉子（110円）
・だし巻き卵（66円）
・ほうれん草のおひたし（66円）
・いちごヨーグルト（110円）
　　こんなにたっぷり食べても……計737円！

メニュー組み合わせの例

甲南学園創設者である平生釟三郎の
名前にちなんだKoCoCafé No.836 

BOOK Caféでは店舗お勧めの本や雑誌を読みながら、一
杯ずつ淹れたてのコーヒーを楽しめます。
テラスでは外の景色を眺めながら読書や勉強など、自分の
好きな時間を過ごせます。

BOOK Café：iCommons４階

大学生の食生活 ―大学生活での食を支えます―
甲南の
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※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。

オンライン授業のお悩みを電子辞書で解決！

動画は
こちら

https://youtu.be/XYzaLhpTK2Q
オンライン授業に役立つ電子辞書！

電子辞書でおうち学習！？

https://www.youtu.be/qHoxK9zvEwA
留学しなくても英語を聞き取れる様になるコツ！

１．インターネットに繋ぐ必要がないのでWi-fi環境に左右されず“勉強モード”で
　　集中できます。
２．双方向ライブ等による画面の切り替え、２画面分割不要のため誤操作やフリーズの
　　リスクが減ります。
３．語学の定着、正しい情報が得られます。

オンライン授業の種類（例）
1.「同時双方向型」
リアルタイムに授業の
映像と音声を見る方
法。双方向でのやり取
りが可能。

3.「資料・課題提示型」
各学生に教材や課題
が送付され、各自にて
学 習を進める方 法 。
メール等にて課題提
出。

2.「オンデマンド型」
事前に録画された動画
や講義資料等を視聴す
る方法。インターネット
上のシステムやメール等
より質問、課題を提出。

オンライン授業における電子辞書のメリット大学生の必需品
教科書/テキスト

電子辞書
PC

検索した単語の履歴が残る＆検索回数が出る／ネイティブ発音で音声確認ができる

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。  詳細はP.10をご参照ください

第２外国語について

大学生モデル電子辞書をおすすめする理由
その１　大学で英語をつかいこなすために、豊富な語彙量が必要！
その２　専門論文をよむための、専門用語の英訳・和訳が必要！
その３　英語だけじゃなく、第２外国語の授業を履修します！
その４　勉学・研究の画面で必要な豊富な例文掲載！
その５　TOEIC 対策もできる！ 大学モデル

高校モデル

専門用語を引き比べても…

opportunity cost （機会費用） 

VS

情報量が違う！

大学生からの英語学習はこんなにちがう！

大学生には大学生の電子辞書を
いままで使っていた電子辞書で大丈夫…？ 高校と大学では必要とされる辞書が違います！

教材のお申し込みはＰ.17へ

電子辞書
＋第２外国語
＋ケースセット

電子辞書
＋第２外国語
＋ケースセット

新学期特別価格

45,800円（税込）

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
オリジナルモデル

英語モデル

国際言語文化センター 伊庭 緑先生 推薦

新学期特別価格

45,800円（税込）

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
オリジナルモデル

理系モデル

理工学部 機能分子化学科 教授 茶山 健二先生 推薦

その他のセットは大学生協オンラインにてご確認ください。

【マネジメント創造学部・フロンティアサイエンス学部の方】

※画像は2022年度モデルになります。 ※画像は2022年度モデルになります。

第２外国語は選択科目となりますので、履修予定の無い方は電子辞書＋ケースのセットをECサイトにてご選択ください。

2023年度
NEW

2023年度
NEW

大学生モデル　電子辞書
学び方に合わせて大学生のための電子辞書をご紹介

大学生協だけ
4 4 4 4 4 4

の３つの安心
❶ ４年間メーカー保証 市販モデルのメーカー保証は通常１年ですが、大学

生協モデルは４年間保証。卒業まで安心です。

❷ 修理は学割価格 液晶割れや水濡れなど、メーカー保証対象外となる
故障の場合、学割価格で修理ができます。

❸ 第２外国語セットでお得 第２外国語コンテンツカードは、セットでご購入 
いただくとお得です。
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　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
ドがご利用いただ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は、４月２週目（予定）の第２外国語の履修が決まりましたら、生協ホームページ
内、第２外国語のコンテンツ引換証申請フォームより必ず引換申請をお願いいたします。
※第２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、もしくは生

協ホームページの手順ご案内サイトをご参照ください。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いただ
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

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

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

大学生協
オリジナルモデル

大学生協
オリジナルモデル

大学生協
オリジナルモデル

大学生協
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

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

教材のお申し込みはＰ.17へ

【第２外国語】担当の先生方の推薦文

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。

■商品購入方法
ご入学後に、教科書販売所または学友会館北館１階 Books＆Supportにてご購入いただけます。

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。

CASIO AZ-26S

甲南大学生協特別価格
CASIO AZ-26S 6,000円（税込）

■簿記電卓

簿記会計・ビジネス会計・管理関係・税務会計 
等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。

ビジネス資格取得・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 4,000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

簿記電卓・関数電卓
学びに必須の電卓
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お気軽にお問い合わせください！！

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段階別国際力養成プログラム（HOP，STEP,JUMP）の下、学生ひとりひとりのニーズにあったグローバル教育、留学
活動（リューカツ）を支援しています。みなさんも甲南大学で、「FIT（Flexible, Individual and Timely）なリューカツ」を始めてみましょう。

HOP! 国際交流＋学内留学 on Campus
留学生と交流できるプログラムや
　　　　　各種イベントを多数実施！

STEP! 世界への一歩を踏み出す
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、学生生活のお手伝
い等の交流を通して、留学生と友
達になろう。

●Tomodachi/あじ友プログラム

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
を楽しみながら自由な言語を使って一緒に会話
や勉強をする自由なスペースです。

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

K O N A N  L a n g u a g e  L O F T

留学生はTutor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。簡単な
Englishゲームを使って日常会話を学ぶ他、留学経
験のあるAssistantから留学のアドバイスを聞いた
り、Tutorに出身大学や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、全学共通教育センターの英語教員が担当す
る時間があり、英語レポートのチェックや、英語学
習相談をお願いすることができます。

先生がサポート！

英語学習相談

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

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

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
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

グローバルゾーンにおいて、海外経
験のある教員が自身の経験を話す
Professor's Caféや海外で活躍する
社会人の話を聞くグローバル★ツナ
ガルCafe等、将来のキャリアを考え
るきっかけとなるイベントを開催。

●グローバルイベント

学内でプチ留学体験！
ジャパンスタディーズ

２～３単位付与！

２～４単位付与！

学外機関が主催する海外短期ボラ
ンティアへ参加するプログラムで
す。世界各国で開催されるプログ
ラムがあり、夏期・春期休暇中に参
加することが可能です。所定の手
続きと課題を行えば「海外ボラン
ティアⅠ」（120時間以上）は４単位、

「海外ボランティアⅡ」（60時間以
上）は２単位が与えられます。

海外ボランティア

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/Language Chat

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。甲南生も受講できま
す（語学資格等受講条件あり）。

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。

２単位付与！

エリアスタディーズ

２～４単位付与！

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
もに学び、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

国際交流センター（2号館1階）
Konan International Exchange Center（KIEC）
TEL：078-452-1641  FAX：078-435-2557
Email：kiec@adm.konan-u.ac.jp
HP：https://www.konan-u.ac.jp/kiec/

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

Konan Language LOFT LINE
ID：@konan-loft
LOFTのカレンダーや
おすすめイベントをタイムリーにゲット！

協定校が実施する全世界に向けたオンラインでの短期
語学プログラム（約１ヶ月程度）です。日本にいながら
色々な国の人とオンラインで学習できるので、理系学部
の研究や課外活動などで時間的に制約のある学生、こ
れまで渡航するのに少しハードルが高いと感じていた学
生、またより充実した中長期留学の経験ができるようそ
の準備をしたい学生におすすめです。修得した単位は、
所定の手続きを経て、本学の単位として認定されます。

単位換算有（２単位～）

オンライン留学
オンライン

JUMP!
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。

●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

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100大学以上への派
遣留学・研修プログラムです。

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・台湾）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。

ダブルディグリー
プログラム

米国ウィーバー州立大学に2年間留学し、所定のプログラ
ムを修了して卒業要件を満たせば、最短4年半で同大学
と本学の両方で学士の学位を取得できる制度です。現在
は経済学部のみ（2020年度以降入学生対象）で実施して
います。

派遣留学

ニューヨーク州立大学バッファロー校との協定に基づく
派遣留学制度です。交換留学と同じく、主に現地の学生と
ともに専門教育科目を受講します。留学期間、出願時に必
要となる語学基準は交換留学と同じで、留学先の授業料
は免除されます。（甲南学園が負担）

奨励留学
語学重視の留学／半期
主に語学を集中的に学習する留学制度。

３ヶ月～

協
　定
　校
　留
　学

※2023年度の下記プログラムや留学の実施については国際交流センターのHPを
　ご確認いただくか、国際交流センターまでお問合せください。

LINE
公式アカウント
留学や国際交流に

関する情報が
盛りだくさん！
随時更新中！

国際交流センター
ID：@661dmcdb
留学プログラムの説明会や
体験談の情報をお届けします！

グローバルサーティフィケイト
ID：@478iptkb
グローバルサーティフィケイトの
情報をお届けします！

国際交流センター
Instagram
ID：@konan_kiec
協定校紹介・ミニコラム・
留学やイベント写真など
たくさん更新しています！

中長期留学を  
してみよう
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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 先生

独自の英語学習法「超感覚
英語」を展開する田尾昭憲
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ました。2019
年に甲南大学に向けた講座を開催し大好評の講座
になり、昨年よりZoomで開催し対面講座と変わら
ない受講生の「受講してよかった！」の声により今年
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。

「 超 」感 覚 英 語 講 座

3つの特徴
❶ 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

もっと英語を学びたくなる❸
ネイティブの感覚で英語を学ぶと、
英語をもっと身近に感じて
モチベーションがあがる。

ネイティブの持つ「英語」感覚=基本義❷
　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.

個性豊かな講師陣が講座を担当します

※ご注意
この講座は期間が２月～３月のため、年内入試合格者の方のみ
対象となります。
一般入試合格者の方へ向けての入学後のTOEIC講座のご案内
をP.16に掲載しています。

超感覚！TOEICコミュニケーション講座2023（オンライン）
使える英語の「感覚」を身に付け、英語を「使う」一歩を踏み出そう

「超」感覚学習プログラムとは？

受講生のコメント

講座スケジュール・お申込み

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。
受講生同士、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。

約７割の方が、
英語が「もっと好きになった」
　　　　　「好き・得意になった」と実感！
毎回の受講後アンケートでも毎回全員が
　　「とても満足した」「満足した」と回答

英語が苦手な人でも少し英語がわかってく
ると面白くなり、得意になっていくと思い
ます。ですので英語苦手脱却の糸口として
この講座を受けてみてください。

講座を通して一番に印象に残っているのは、
to と for の感覚を学んだときです。そこか
ら前置詞の感覚、キョリの感覚、凝り固まっ
た変な英語の知識がほぐれて英語がシンプ
ルで素直な言語にみえてきたことです。

英文法等を覚えるのが苦手で、英語に若干
の苦手意識を持っていたが、文法だけでな
く、語句の意味をつかむことで、英文をとっ
つきやすくなりました。

33.3%33.3%

33.3%

● もっと好きになった
● 好き・得意になった
● 変わらない
● 嫌い・苦手に感じる

受講生から
新入生へのメッセージ

TOEIC 対策もできる！
進級・進学や就職活動で必要になる TOEIC。この講座では、
感覚をつかむ「超」感覚＋実践問題の「TOEIC」の講義スタ
イルで実力のつく学習プログラムとなっています。設問の解
き方やコツなども学ぶことができます。

【お申し込み方法】
①受験生・新入生応援サイトからお申し込み後、コンビニでお支払いください。
② お申し込み、ご入金後 ZoomURLおよび、オンライン TOEIC 受講方法等をメールにて
送らせていただきます。

※カリキュラム詳細は、受験生、新入生応援サイトをご確認ください。

この講座は２月から開講のため、年内入試合格者の方のみ対象となります。
自宅で受講できるオンラインTOEIC試験（公式）２回分の料金が含まれています。

❶２月１日から２月17日までにオンラインTOEICを受講ください。
　受講方法は講座お申し込み後、メールにてお知らせいたします。

❷２月７日より毎週火曜、金曜９：00～12：10
　オンラインで講座を受講いただきます。
　（※欠席の方は動画を送付します）

❸講座後にもう一度オンラインTOEICを受験していただきます。

※２回のTOEIC受験料は講座料金に含まれています。

全講座をオンラインおよびオンデマンドで受
講をいただいた方で、講座後のTOEICスコア
が講座前のTOEICスコアより50点以上アップ
しなかった方で、ご希望者は、次年度の同講座
を無料で受講いただけます。
（※次年度のTOEIC受験料は4225円×２回は
実費でお支払いいただきます）
※ 次年度の講座内でのTOEIC試験料金は変
更になる可能性があります。

オンラインTOEIC試験２回分を含んだ講座料金　65,000円（税込）

2023年度開講コース　※申込締め切り：2023年１月31日

講義日程について
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お申込み
受付期間

※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10日以降、商品ご購入をご希望の方は学友会館北館１F Books&Supportへお越しください。

2022年

11月18日（金）～４月９日（日）
2023年

ご注文手順

新入生向け商品のお問い合わせ先

商品返品について
商品不良、誤納品の場合は、商品到着から１週間以内に問合せフォームからご連絡ください（下記）
※原則予約商品のため、お客様都合による返品・交換はできかねます。予めご了承ください。

WEB 24時間受付
https://ec.univ.coop/shop/c/cSY/

１ 上記サイトにアクセスし「新学期パソコン関連」をクリック ４「univcoopマイポータルにユーザー
登録」から「今すぐサインアップ」を選択

５ 大学生協加入WEB登録がまだの方は「興味のある大学」に
「甲南大学」を登録

６

２ 希望商品をクリックすると「ECサイト利用規約」が表示

※大学生協加入WEBシステム利用時と同じメールアドレスをお使いください
※univcoopマイポータル登録がお済みの方は❻番に進みます

３「新規登録」からunivcoopマイポータルへ登録

７ ECサイトにて詳細の確認・ご注文にお進みください

２

３ 新規登録

パソコンの初期設定について
甲南大学生協でご購入いただいた皆さまには初期設定の説明動画をご覧いただけます。
入金確認後、商品がお手元に届くまでの間にご登録のメールアドレス宛に手順動画のURLをお送りさせていただきます。
(迷惑メール設定やPCメール拒否設定をされている方は解除頂くか、@konan-unvcoop.or.jpのドメインからのメール受信許可設定をお願いいたします。)

商品のお届けについて
商品は入金確認後ご指定の日時に発送いたします。
※新型コロナウイルスの感染状況、全国的な運送網の逼迫により、発送が遅れる場合もございます。予めご了承ください。
※送料は無料です。
※プリンタは別送となります。詳しくはご注文時の表示をご確認ください。
※配送先、お届け日のご変更は、現在のお届け日の８日前までに、下記の「問合せフォーム」よりご連絡ください。

❷番の「ECサイト利用規
約」画面に戻り「同意して
ログイン」を選択

４

５
甲南大学 甲南大学生活協同組合

甲南

私立 兵庫県

キャンセル／配送状況問合せ／受け取り希望日の変更は 商品の内容や使い方

新学期事業センターまでご連絡ください
新学期事業センターお問い合わせフォーム

甲南大学生協まで
お問い合わせください
Welcome@konan-unvcoop.or.jp

お申込み方法・その他
（お支払いはコンビニ払い/クレジットカードで）
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免許取得は１年生の夏休みまでがオススメです！

※パンフレットをダイレクトメールに
　同封しておりますので、是非ご覧ください。

僕はリエゾンドライビングスクールに１年生の６月末から通学し、９月上旬に免許を取得しました。
きっかけは、免許証という最強の身分証明書が欲しかった事と、当時付き合っていた彼女とドライブ
に行きたかったからです。申込み方法など分からず不安でしたが、生協から送られた免許のパンフ
レットから申し込むと非常にスムーズにできました。入校したのが夏休みだったこともあり、技能教習
などの予約は大変でしたが、３カ月足らずで免許が取得できました。
実際に通ってみて、教習所は通いで時間に余裕のある1,２年生の時に行く方が良いと思います。3,４
年生になると、インターンや就活の面接が入り、スケジュールが組めないこともあるのであまりお勧め
できません。安心でスムーズな申込のことを考えると生協で申し込んでよかったと思います。彼女と
は別れてしまいましたが、車の運転の楽しさには目覚めたので、皆さんも是非教習所へ行きましょう！

吉田 拓未さん

経営学部３回生

お申込み・お問合せは
生協サービスカウンター
(岡本キャンパスiCommons４F) 
メール：travel@konan-unvcoop.or.jp
TEL：078-441-7903

WEB申込も可能

※詳細は２次元コードもしくは以下のサイトをご確認ください。
　URL:https://www.knu.jp/service/service_159.html

運転免許取得・クレジットカード
入学前でも生協加入済みなら組合員価格でご案内が可能です

キャリアアップ講座
１回生のうちから「みらいの自分」を考え、行動しよう

甲南大学では、キャリアセンター主催・甲南大学生協運営のキャリアアップ講座が多数開講されています。
岡本キャンパスの教室で、放課後や夏休みに受講可能です。また、大学生向けの価格が設定されており、生協サービ
スカウンターでお申込みいただくことができます。自分自身のスキルアップ・就職に向けて、資格取得に取り組む学
生さんを応援しています！

４月から様々な講座のガイダンスがスタートします！入学後に甲南大学キャリアセンターから
配布される「キャリアアップ講座パンフレット」または
生協ホームページ（https://www.knu.jp/careerup/careerup_302.html）をご覧ください。

まずは１回生のうちから講座のガイダンスにご参加ください

2022年度 開講講座一覧

● 公務員講座
● 簿記２級講座
● マスコミ就職対策講座
● Microsoft Office Specialist 合格講座
● 旅行業務取扱管理者講座

その他、宅地建物取引士対策講座・
簿記３級講座・FP講座など通信講座の
ご案内も行っています。

その他キャリアップ講座・ガイダンスのご案内は
生協ホームページ（キャリアップ講座）をご覧ください。https://www.knu.jp/careerup/
生協サービスカウンター（iCommons ４F）　☎ 078-441-7903　メール travel@konan-unvcoop.or.jp

学内教室で受験ができる、カレッジ TOEIC を定期的に実施しています。
レベルチェックとして、留学に向けた準備、就職に向けて是非ご活用ください！ 甲南大学ではオンラインカ

レッジ TOEIC 試験を一年
間いつでも受験することが
できます。（※平日に限り
ます）何度も自分の力を試
すことができます。

その他検定、各種資格試験
のお申込みを生協サービス
カウンターで行うことがで
きます。
詳しい日程等は生協ホーム
ページにて随時お知らせい
たします。

受験料：4,225円（税込）

2022年度は年６回開催
学内教室（岡本キャンパス）で開催！
※公開TOEICは、7,810円（税込）ですので、
　比較すると安価に受験が可能です。

カレッジ TOEIC
テスト形式・採点方法・評価は TOEIC 公開
テストレベルで行われる英語能力テストです。
スコアも TOEIC 公開テストと同等としてみ
なされます。カレッジ TOEIC ではスコアレ
ポートが発行されます。スコアレポートは
Official Certificate 同様に広く就職活動等に
使用できます。
※ 一部採用試験・大学入試等では Official 
Certificate が求められる場合があります。

公開TOEIC（受験料7,810円）
より安価＆

履歴書にスコア記載可能です！
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新入生サポートセンター 営業日程
■期　間　２月１日（水）～４月14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　Books＆Support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。

【手続き関係・購入後のお問合せ先】
メール　welcome@konan-unvcoop.or.jp

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、２次元コードよりアクセスください。

【利用方法】

①２次元コードより情報登録

②ログインいただくと、先輩学生アドバイザーの「甲南大生の日常」日記や
質問をしたり、他の人の質疑を見ることができます♪

※公式LINEを登録いただくと、トーク画面のメニューからも登録ページに
行くことができます。

新規登録 ログイン

入 学 準 備 で よ く あ る 質 問 を ご 紹 介！

Q.
A.

教材のこと・パソコンのこと

どのような PCを購入したらよいですか？

入試要項にも「[ 全学部 ] 授業等でノート型パソコンが必要になります。甲南大学生活協同
組合より推奨機種の販売を予定しています。」との記載がされています。
甲南大学生活協同組合では各学部の教育内容に応じて求められるデバイスの機能に違いがあ
ることから、各学部のご要望を受けた「推奨パソコン」をご提案しています。「パソコン購入
ガイド」もしくは、受験生・新入生応援サイトにて「推奨パソコン」をご確認いただき、ご
購入をご検討ください。４年間安心してご使用いただける、保証が充実した機種をご案内し
ています。

Q.
A.

教科書について

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？

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。入学後、学生証（生協電子マネー）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３万円程です。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
うように購入されることをお薦めいたします。混雑緩和のため「生協電子マネー」にて購入
をお願いいたします。

Q.
A.

加入手続きについて

必要な手続きはいつ、どのように行うの？

生協共済加入 WEB サイトよりお申込の上、お支払いください。
申し込みは 12月までに合格された方は 2023 年１月 31 日（火）まで、３月中旬までに合格
された方は 2023 年３月 28 日（火）までにお手続きください。
締切後にご入学がお決まりになった方は、合格が決まり次第すぐにお手続きください。生協
加入手続きが完了していない場合、学生証（生協電子マネー）でのお買い物の際にポイント
をお付けできません。生協は、出資し組合員になりご利用をお願いいたします。

登 録

その他、入学準備で心配なこと・生協の手続きのこと・大学のこと、
疑問・質問は「なんでも相談ひろば」でご質問ください！

過去の質問・回答も見ていただくことができます！


