重要

保証人の方と一緒にご覧ください

大学生協の

2022

入学準備サポート

ガ
イ
ド

大学生活に必要な入学準備マニュアルです。よくお読みいただきお手続きください。
期日を過ぎてしまった場合でもお手続きは可能ですが、教材によっては日数がかかることがあります。予めご了承ください。

生協

みんな加入しています
▶ 生協加入でさまざまな組合員特典
▶ 生協出資金はご卒業時に返還

共済

すべての新入生に加入してほしい制度です
▶ 学生どうしのたすけあい制度
▶ 学内で相談、
給付申請手続きOK
このパンフレットと
一緒にご覧ください

【お問い合わせは】

甲南女子大学生活協同組合

TEL 078 - 435 -5270 FAX 078-435-5271
甲南女子大生協

https://konan-wu.hanshin.coop

平日10：00～16：00
受付時間 （土日祝・年末年始休業）
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“かえでちゃん”

甲南女子大学生協
オリジナルキャラクター

かえでちゃんは、毎年、楓が紅葉する時期に行っている生協還元祭の「楓祭（かえでさい）」の「楓」
をモチーフにしています。また、そのかえでちゃんが持っているのは、生協店舗の愛称にもなっ
ている「クローバー」。学生の元気を応援し、生協のことを組合員のみなさまにわかりやすく伝え
るため、クローバーを手にしたかえでちゃんがご案内します。ぜひ覚えてあげてくださいね！

ホームページで入学
準備に
役立つ情報
を発信しています。
甲南女子大学生協は皆様のキャンパスライフと
キャリア形成をサポートしています。
ご入学後も、ホームページで最新情報をチェックしてください。
甲南女子大学生協

検索

「甲南女子大学生協」で検索

https://konan-wu.hanshin.coop
※情報は順次更新しています。定期的にチェックしてください。
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

生協と学生総合共済の加入は
お済みですか？
●大学生協は皆さん一人ひとりの出資金で運営されています。
大学生活のサポートや生協店舗をご利用いただくにあたって組合員になっていただ
く必要があります。
ご入学の際にご加入ください。
●大学に入学したら、大学生向けの保障が必要です。
「学生総合共済」
と
「学生賠償責任保険」
２つにご加入することで、大学生活と日常生活
の多くがカバーできます。ぜひ、共済と保険にご加入ください。

詳しくは、
「生協・共済加入手続きガイド」をご覧ください。

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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キャンパスマップ
～生協のお店紹介～

10号館２階

Clover Mini

生協コンビニ（Family

Mart）

営業時間

8：30～17：00

飲みもの、お弁当、お菓子など、食品を中心に展開しています！
お昼休みはもちろん、授業の間などちょっと小腹がすいたときにも気軽に利用できるコンビニエンスストアです。

10号館

生協食堂
第1学生会館1階

Clover Kitchen
営業時間

第１学生会館
（食堂）

11：00～14：00

メニューが自由に選べる「カフェテリア方式」の食堂です！
主菜、副菜、主食の種類を豊富にとりそろえていますので、
バランスの良い食事をとっていただけます。

教科書販売
※詳細P8～9

販売会場：第４学生会館
販売期間：４月２日（土）～15日（金）
営業時間：10：00～16：30
（２日（土）11：00～15：30）
※販売場所・日時は変更となる場合があります。
生協ホームページでご確認の上お越しください。
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

食

第4学生会館

クローバー

カフェ

クローバー

ショップ

堂 Clover Cafe

2F

書籍・購買 Clover Shop

1F

総 務 部

第4学生会館1階

生協書籍
購買部

営業時間

Clover Shop

10：00～16：30（食品関係10：00～15：00）

大学生活に必要なものが揃う複合店！
自動車教習所・旅行・資格検定の申込みも
受け付けています。
教科書をはじめとする本、学内で必要な文具、日用品、食品を多数取扱っています。

第4学生会館
（大学生協）

第4学生会館2階

生協食堂

組み合わせを楽しむ食堂！

Clover Cafe
営業時間

11：00～14：00

※現在は休業しています。
サラダ・デザートも充実しています！ ※出食形式は変更となる場合があります。

※営業時間は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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食生活のご案内
～大学生協は健康な食生活をサポートします～
ート に 栄養表示 をしています！

レシ
■タッカルビ風野菜炒め

★タッカルビ風野菜炒め＋小鉢＋味噌汁

サイズ
選べます

ライス
（SS～L）

S 94円の場合
★ねぎ塩バーグ＋小鉢＋味噌汁

■ねぎ塩バーグ

￥94
組価

バランスのとれた食事ができます。

こだわりの食材・メニューをお届けします。

生協食堂では、日替わりメニューやどんぶり、麺メニューに
加え、多くのサラダ・惣菜・おかずメニューを提案していま
す。その中から、自分でバランスの良い食事を選んで組み合
わせることができます。

生協食堂では、食材の安心・安全にこだわっています。添加物の使用
基準を独自に設け、産地のはっきりした食材を使用しています。
また、
期間限定のフェアメニューも展開し、飽きることなくご利用いただけ
ます。

1 食あたり 赤
3群点数法

私たちが日常食べている
“食品”
を栄養の働き

別に3つのグループ

に分けます！

2点 緑 1点 黄 4点以上

赤

緑

黄

タンパク質

ビタミン・ミネラル源

エネルギー源

さらに

を目標に！

塩分
グラム表示

※グラムバイキングなど、一部表示されないメニューもあります。 ※金額は一例です。

食品の量をエネルギー点数1点80kcalで表します。
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

を表示
しています。

食堂の利用方法
Clover
Kitchen

S T EP 2

今日のメニューはなにがあるかな？
Clover Kitchenはメニューのほか
に小鉢やサラダもたくさんご用意

S T EP 3

しています

メインは注文カウンターで食べたい

S T EP 1

メニューを言ってください！

まずは食堂入口でしっかりと

どんぶりやカレー、麺類もあって毎

手洗い・消毒をします

日楽しめます

メニューは、丼・麺類などの単品やサラダ・惣菜の小鉢類も豊富に取り揃えています。
￥176

麻婆豆腐

￥352

醤油ラーメン

鯖塩焼き

￥308

カレーライス

日替わりメニュー ￥320

豚塩カルビ野菜炒め

￥176

メニューは
一例です

￥264

￥440

日替わりメニュー ￥320

温玉ねぎとろ丼

￥88

オクラ巣ごもり玉子

￥110

日替わりメニュー ￥320

ビタミンＣサラダ

※メニュー内容、価格は2021年12月現在のものです。

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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学びの基本は教科書と読書から

教科書の買い方
教科書販売のご案内

販 売 日
場

所

販売時間

2022年4月２日（土）～4月15日（金）
第４学生会館
10：00～16：30

※土日祝日は休み ※４/２
（土）
は営業

※4/２
（土）
は11：00～15：30

※販売場所・日時は変更となる場合があります。生協ホームページでご確認の上お越しください。

教科書は必ず必要です。販売期間中に必ずご購入ください。
販売期間が終了すると教科書は出版社に返品します。必ずしも教科書が年間を通じて必要な時期に
入手できるとは限りません。必ず販売期間内にお買い求めください。

★生協組合員に限り10％のポイント還元！
IC学生証の生協電子マネーでご購入いただきますと
定価の10％をポイント還元いたします。
（一部除外あり）
※学生証は4月1日に配布されます。
※教科書の割引には組合員登録証明シールが必要です。
出資金
（4口20,000円）
を払い込みいただき、事前に生協へご加入ください。

★事前チャージ（5万円）推奨！
！
こちらでご案内している事前
（入学前）
チャージをしておくと、
学生証を受け取り後すぐにご利用いただけます。
※電子マネーのチャージは、生協の各レジでできますので
チャージされる方は生協店舗でお願いします。

★購入準備はwebサイトからお願いいたします。
前期および集中講義のテキストを販売します。
こちらの教科書webサイトより検索、申込みをしてから店舗で購入します。

https://www.u-coop.net/textbook/konan-wu/indicate.php
※サイトのオープンは4月1日予定です。
※新型感染症拡大予防の為、
ご自宅への宅配も選択できます。

★後期のテキストは ?
後期
（９月）
に販売します。
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

教科書購入方法
あらかじめ各教科の説明会やWEBシラバス、生協ホームページで案内している教科書リスト
などで必要な教科書を確認してください。
特にクラス指定のある科目や必修科目は注意してください。ご購入の際はまずはwebサイト
から申込みをして、
ご来店ください。

教科書リストは教科書販売会場にありません。Webサイトよりお申込みください。

1 webサイトよりお申込み

IC学生証の
電子マネー決済で
10％還元！
！

2 マイリスト（申込書）を印刷

3 カウンターで印刷したマイリスト（申込書）を渡し、
代金と引き換えに教科書をお受け取りください。

第１学生会館

教科書販売
販売場所は変更となる場合があります。
生協ホームページでご確認の上お越しください。

生協加入を済ませてからご利用ください。
生協だから
できる

第4学生会館
（大学生協）

定価の

４月２日（土）～４月15日（金）
※土日祝日は休み ※２日（土）11：00～15：30

◆昼休みは混雑が予想されますのであいている時間に
随時ご利用ください。

詳細はこちら！
甲南女子大生協

教科書購入時のご注意
○教科書の返品について
一度購入された教科書は、不良品以外の返品・返金・交換は原則としてできませんので
よくお確かめの上、お買い求めください。

○教科書はそれぞれの教科ごとに生協及びコモンルーム、各書店での取扱が
指定されています。上記の案内は生協取扱分のみのご案内です。
他の取扱分につきましてはそれぞれ指定の方法でお買い求めください。
お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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生協電子マネー機能付組合員証
ICカードのご案内
生協加入していただくと学生証が
生協電子マネー機能付組合員証となります。
キャッシュレスで

ポイント還元で

電子マネーだから

マイページから

スピーディー

おトクです

現金より安全

履歴を確認できます

キャッシュレスでスムーズに
お買い物ができます

電子マネー利用に応じて
ポイントが貯まります

カード紛失時は電子マネーを
ブロックして再発行します

保護者様からもお子様の学生生活の
様子を垣間見ることができます

レジで
チャージ

ト
ポイン
！
GET

タッチで
清算

書籍・購買部、食堂部のレジにて
現金を渡してチャージ

現金不要！
かざすだけで簡単支払い

1,000円単位でチャージ可能。

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清算完了。
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。

使える

購買部
書籍、教科書 10％！

▼

ためる

1,000円ごとに100ポイント
食品 １％

▼

ポイント還元

毎月５のつく日は５倍デーなど、
ポイントアップの企画も
あります。

10円ごとに0.1ポイント

「パン・お弁当」
「飲料・デザート」
「お菓子」
の
グループそれぞれ10円ごとに0.1ポイントを還元
（100円で1ポイント）

100 ポイント貯まると

▼

文具・日用品など １％

10円ごとに0.1ポイント

食堂部
▼

食堂メニュー １％

10円ごとに0.1ポイント

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

生協電子マネー機能付組合員証
（ICカード）
の運用・利用規則はホームページでご確認ください。 https://konan-wu.hanshin.coop/pdf/iccard.pdf
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

学生本人でも保護者の方からでも
電子マネーの利用履歴を確認できます
スマホやパソコンから大学生協電子マネーの残高や利用履歴を見ることができるだけでなく、
大学生協マイページ

チャージの手続きもできる
「大学生協マイページ」
。学生本人だけでなく保護者専用ページも
あります。 ※ご入学後、学生証をお手元にご準備の上お手続きください。

残高・ポイントの確認

利用履歴の閲覧

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。

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、保護者の方も安心です。

定期チャージを
申し込んで
自動でチャージ

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

指定した月に金融機関の
口座から一定額が引き落
とされる定期チャージも
「大学生協マイページ」
か
ら申し込みができます。

パソコン・スマホから利用登録
パソコン版

スマホ版

こちらから右の
「IDとパスワード」
で
ログインしてください

大学生協マイページ
https://mp.seikyou.jp/mypage/Static.init.do

❶ IDとパスワードでログインする
学生本人

組合員証に記載されている12桁の組合員番号

保護者用

組合員証に記載されている12桁の組合員番号+半角小文字の「p」

のID （例：123456789876）

のID （例：123456789876p）

仮パスワード

生協加入された組合員本人の生年月日8桁
（例 2001年1月1日生まれの場合：20010101）

組合員証
（IC学生証）
は入学式以降に大学からお渡しします

❷ メールアドレスを登録
入金完了や未チャージのご案内など重要なメールをお送りする先のメール
アドレスを登録してください。

パソコン版
「初めてマイページをご利用になる方へ」

「@mypage.seikyou.ne.jp」
「@klas.seikyou.ne.jp」
からのPCメールが
受信できるようにパソコンやスマホの設定をしてください

スマホ版
「新規登録する」
は利用しないでください

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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大学生活に安心な
甲南女子大学生協オリジナルパソコン
新 入 生 の み な さ ま へ
甲南女子大学パソコン推奨仕様に準拠した
甲南女子大学生協のパソコンを
ご案内させていただきます！

￥141,900
大学推奨スペック

形

態

O

S

４

（税込）

甲南女子大学生協
特別価格

メーカー保証
年間 動産保障付き

大学生協オリジナルパソコン

ノートＰＣ
（クラムシェル型）

WinクラムシェルノートPC

Windows10またはWindows11
HomeEdition64bit

Windows 11 Home 64bit

画面サイズ

13inch程度

13.3inch

重

1.5㎏以下

1.25kg

８時間以上

11時間30分

量

稼働時間
入力装置

キーボード

解

像

度

FHD＋

C

P

U

インテルCorei５第8世代以上
または同等のもの

Corei５-11320H
（第11世代）

メ

モ

リ

８GB以上

８GB

SSD

256GB M.2 PCIe NVMe SSD

記憶装置

256GB以上

W i - F i

Wi-Fi ６ ２×２
（Gig+）

Bluetooth

5.1

カ

メ

ラ

カメラ付き

プライバシーシャッター付きWebカメラ＆マイク

入出力端子（USB）

USB3.2

入出力端子（映像）

HDMI搭載

そ

の

他

MicrosoftOfficeは不要（※）

Type-A×１

Microsoft Officeなし（※）

（※）
甲南女子大学生は在学中、最新版のOfficeを無償で利用することができます。
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

甲南女子大学生協オリジナルパソコンは、
在学期間中
（４年間）
の安心をお届けいたします。

４年間あんしん保証
期間

動産
保障

大学内のお店で対応

内容

破損
水漏

４ 年間
事故（液体こぼれ・落下
または 衝 突・過 電 流 ）
年１回、合計４回
※盗難・全損は保証対象外

自己負担金

年１回まで無償

メーカー保証

自然故障（４年間）

Officeについて（Word・Excel・PowerPoint

安心のサポート体制
困ったときはすぐに学内にある生
協のお店で相談できます。
パソコンの調子が悪いときや、修
理の受付も全て生協でできるの
で、大学に持っていくだけで全て
の手続きができます。

etc.）

甲南女子大学生は在学中、最新版のOfficeを無償で利用することが
できますので、本パソコンにはOfficeが含まれておりません。

※ウイルスバスター・LAN変換アダプタをご希望の場合は、
第４学生会館１階クローバーショップでご用意しておりますので、
ご入学後ご購入ください。

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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大学生協おすすめプリンタ

14

（

エプソンダイレクト価格

￥41,250

177,900

） ￥

※パソコンとセットの場合の組価となります。
※プリンタのみの購入はできません。

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

（税込）

パソコン

プリンタ

同時購入価格

近畿2府4県最大級のネットワーク。大学生協で簡単に申込みができます。

自動車教習申込みは生協へ

キャンパスライフと就職にぜひほしい「運転免許」。
大学卒業までの免許所有率はなんと90％！特に１～２年生までに取得される方は、そのうちの
70％を占めています。大学生協がオススメする自動車学校はすべて各都道府県の公安委員会に指
定を受けており、安心です。直接自動車学校でお申込みいただくより、大学生協を通してお申込
みいただいた方が割引もありお得です！

◆豊富なプランで免許取得を目指そう！
フリープラン / 安心パック / オーダーメイド / 短期集中プラン
○また短期間で免許の取得が可能な滞在型自動車学校（合宿制免許）の申込み受付も行っております。

◆お得な大学生協特別割引料金！
大学生協ならお得な割引料金でお申込みいただけます。

◆分割払いも OK!
最高36回の便利な分割払いが可能です。手数料が格安の大学生協ローンをご用意しています。
詳しくは生協書籍購買部にてお問い合わせください。

大学生協お申込み特典
お申込み方法

1

自動車学校を
お選びください。

生協にて総合パンフレット
をご用意しています。ご自分
に合った自動車学校・プラ
ンをお選びください。
わからないことはお気軽に
生協窓口にご相談を。

テキスト・適性検査料

2

生協書籍購買部で
お申込み・お支払い

現金でのお支払いのほか、振
り込み・ローンなどご入金
方法は生協窓口でご相談く
ださい。

無料！

3

自動車学校で
「入校手続」

入校手続きは、入校日の前に
行います。書類の提出や視力
検査が必要です。もちろん入
校手続に行く時もスクール
バスをご利用できます。

※一部実施していない
教習所もあります

4
教習にトライ
通学制の有効期限は9か月あ
りますが、なるべく集中して
受講するのが早期卒業の秘
訣です。

★取扱い教習所
●兵庫県

武庫川自動車学園／阪神自動車学院／兵庫県自動車学校西宮本校／甲子園自動車教習所／大陽猪名川自動車学校／三田自動車学院／M．ランド丹波ささ山（篠山自動車
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（二輪専門校）／杭瀬自動車学校／リエゾンドライビングスクール／PORTISLAND DRIVING SCHOOL
／北須磨ドライビングスクール／神戸ドライヴィングスクール／神戸西インター自動車学校／西神自動車学院／兵庫県自動車学校姫路校／土山自動車学院／はりま自動
車教習所／兵庫県山陽自動車教習所／姫路中央自動車学院／西播自動車教習所／網干自動車教習所

●大阪府

みのお自動車教習所／豊中自動車教習所／阪急ドライビングスクール服部緑地／茨木ドライビングスクール／高槻自動車教習所／関目自動車学校／芦原自動車教習所
／住の江ドライビングスクール／守口自動車教習所／ネヤガワドライビングスクール／門真自動車教習所／八戸ノ里ドライビングスクール／八尾柏原ドライビングス
クール／八尾自動車教習所／堺自動車教習所／阪和鳳自動車学校／泉北自動車教習所／いずみさの自動車教習所／富田林モータースクール／光明池自動車教習所／藤
井寺自動車教習所

●和歌山県

ドライビング・スクールかいなん／塩屋自動車学校／マジオドライバーズスクール和歌山校

●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

長岡自動車教習所／デルタ自動車四条教習所／光悦自動車教習所／宝池自動車教習所／山科自動車教習所／伏見デルタ（二輪専用校）／うずまさ自動車教習所／大久
保自動車教習所／きんき安全自動車学校／二条自動車教習所

●滋賀県

ぜぜ自動車教習所／月の輪自動車教習所／アヤハ自動車教習所／彦根自動車学校／長浜自動車学校

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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大学生活に必要なコンテンツが充実

大学生協の電子辞書
大学生活の勉強を価値のあるものにするために、大学生のための電子辞書をご用意しました。大学での勉強、就職準
備に必要なコンテンツを豊富に収録した大学生協オリジナル電子辞書があなたの学習をしっかりサポートします。

この電子辞書があなたの英語学習・第2外国語をしっかりアシスト

AZ-SX9800

デル
最新モ

生協だけの
うれしい特典
その

１

大学生協
特別価格

そ の３
２
各種保証 修理代金学割
その

特別
価格

￥37,000

第２外国語セット

￥42,000

（税込）

※液晶割れ保障は、
学割価格で対応

水漏れ、液晶割れ
は保証外ですが、
学 割 価 格で修 理
いたします。

（税込）

在学4年間保証

（電子辞書本体＆
各種メモリーカード）

大学生協モデル

第２外国語セットをご購入の場合、
メー
カー 希 望 価 格 1 3 , 2 0 0 円 のカードが
5,000円で付属します。

看護学科の新入生の皆様には
『看護専門の電子辞書』
をご入学後ご案内させていただきます。
■第二外国語追加コンテンツ

ドイツ語
セット

フランス語
セット

スペイン語
セット

中国語
セット

韓国語
セット

※ご入学後、第2外国語を選択するこ
とが決まりましたら、店頭にてご希
望のカードをお選びください。4月
中であれば新学期価格での追加購
入が可能です。

■大学生仕様の電子辞書で、良質の学習環境を!!
コンテンツも
豊富

大学生協がおすすめする電子辞書には、大学生活から就職まで協力にバックアップするコンテン
ツが充実しています。TOEICのような資格取得のための学習用コンテンツ、就活に必要な一般
常識・SPI・ビジネスマナーのコンテンツもそろっています。

キクタンビジネス
【Basic】
（アルク）

ダントツ一般常識＋時事（ナツメ社）

ビジネスの分野は多岐にわたりますが、実際に使われるボキャブラリーは共通。 学校で学習する各科目の基礎から芸能などにも特化した問題まで、幅広く志望
そのボキャブラリーを単語、搬出フレーズ、センテンスの3つの形で提示。単語 別に問題を収録。業界別の必修キーワードを収録。企業研究、学習の一環として
の分類も会社・組織/経済・経営/人事・仕事などをテーマ別にわかれているから も使用可能。
自分の目指す分野を中心とした効率的な学習ができる。
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

学びの質が違うから、電子辞書も大学生仕様へ！
専門分野の知識を掘り下げ、教養を身につける大学生には、基礎を学ぶ高校時代とは異なる電子辞書が必要です。

先生からのアドバイス

英語文化学科

梅原 大輔 先生

高校時代に電子辞書を使用していた人も多いと思いますが、大学で使う電子辞書を選ぶときに、何
を基準にすればいいのか、悩んでいませんか。大学で英語をきちんと勉強するなら、目的にかなった役
立つ辞書を使うことが欠かせません。英語関係であれば、授業で強く勧めているのが
「英和活用大辞
典」
です。これは通常、電子辞書の上級モデルにしか収録されていないコンテンツですが、英語を書く時
に自然でぴったりくる表現を探すために非常に役立ちます。
大学生協が薦めている電子辞書はこの辞書を収録しているお手頃なモデルです。他にも収録語数の多さで有名な
「リーダーズ英和辞典」
と増補版の
「リーダーズプラス」
が入っていることなど、英語に関しては申し分ありません。
その他に初習外国語の追加コンテンツがセットで破格であること、TOEICやSPIの就職活動の為の試験対策の教材が
入っていることなどからも、大学生向けの優れた電子辞書だと言えます。

こんなに違う！

高校生モデル と 大学生モデル

見出し語収録数の違い

！
倍
約2.6
約

105,000語

高校生モデル
AZ-G4700edu
ジーニアス英和辞典
第5版
（G５）

例文収録数

TOEIC®/ TOEFL®のコンテンツ数

[Alliance]を複数辞書例文検索で調べると

！
倍
約6.7

約28万
項目
大学生モデル
AZ-SX9800
リーダーズ英和辞典
第３版

高校生モデルと比べ、主要英語コンテン
ツの収録語数が多いのが特長。専門用語
が豊富に収録されており、研究や論文執
筆に役立ちます。

592例文

88例文

ヒット

ヒット

2.5倍！

7

16
※TOEIC®/
TOEFL®系

※TOEIC®系

高校生モデル
AZ-G4700edu

大学生モデル
AZ-SX9800

大学生モデルではより多くの例文を参照
できるので、単語の使い方がわかり、自然
な英作文ができるようになります。

高校生モデル
AZ-G4700edu

大学生モデル
AZ-SX9800

大 学 生 に とっ て 重 要 な 資 格 と な る
TOEIC ®やTOEFL ®などの対策コンテン
ツが充実。ポイントを押さえた能率的な
学習が可能です。

大学生からの英語学習はこんなにちがう！
～高校 目標 基礎力を身に着け大学入試で力を試す

大学 目標

自分の分野で活躍できる実践力の養成

●テスト・受験のため、単語・文法中心の学習

●専門用語が多い文章を読み、その内容について自分で考える

●長文読解では、いかに早く読み、要点を読み取れるかが問われる

●高校以上に質・量ともに英語の語彙力が必要になる

●授業では英会話はあまり重要視されにくい
●英検®の推奨

リーダーズ英和辞典
約28万項目収録の
「引けば見つかる」
上級英和辞典
本格的な英語学習を始める生徒必携
英語系の学部に入学/洋書を読む
将来は英語を使う仕事に就きたい

●読む・書く・聞くに加え、授業では話すも重要視される
●就活ではTOEIC®が強みになる

梅原先生
オススメ

英和活用大辞典

～英語を書くための38万用例～
ライティングに大活躍

旧版より1万語を追加

英語論文作成や英作文課題に役立つ、特定
の単語を文中でどう使うか？を主軸にした辞
典です。

英語論文や、古い英文作品を読むなど
とにかく単語の意味を知りたいという時に最適です。

手紙・論文・翻訳など、自然な英文を書くための語と語の慣用的
なつながり（コロケーション）が豊富な用例（日本語訳付き）か
らスムーズに調べられます。

新語・新語議・専門語・固有名・イディオムなどを追加

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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保育士・幼稚園・小学校教員を目指す方へ

学校限定特典付き！電子ピアノのご案内
お買い上げの方全員に4年保証付！

（通常メーカー保証は１年間です）

電子ピアノがいつでも弾けるメリット
学内でも、勿論、
ピアノ練習教室がありますが、やはり同じ甲南女子大生。試験前などは混み合う可能性があります。
電子ピアノが家にあれば、夜にヘッドフォンをつけて練習も出来るので、学内の練習教室の混み具合を気にする事
なく、いつでも練習できます。例えばバイト後に練習なんかも出来ますよ！

内蔵60曲リスト
ノクターン 作品9の2

即興曲 作品90の2

幻想即興曲 作品66

軍隊行進曲 第1番（連弾）

PX-770
インヴェンション 第13番 BWV 784
プレリュード 第1番 BWV 846
「平均律クラヴィーア曲集 第1巻」より
かっこう
ガボット
ソナチネ 作品36の1 第1楽章
ソナチネ 作品20の1 第1楽章
ソナタ K.545 第1楽章

エチュード 作品10の3「別れの曲」
エチュード 作品10の5「黒鍵」
エチュード 作品10の12「革命」
エチュード 作品25の9「蝶々」
プレリュード 作品28の7

春の歌「無言歌 第5集」より
楽しき農夫「ユーゲント・アルバム」より
見知らぬ国と人々について「子供の情景」より
トロイメライ「子供の情景」より
タンブラン
メヌエット BWV Anh. 114「アンナ・マグダレー ソナタ K.331 第3楽章「トルコ行進曲」
ワルツ 作品64の1「小犬のワルツ」 ナ・バッハのクラヴィーア小曲集」より
インヴェンション 第1番 BWV 772
ロンド K.485
ワルツ 作品64の2
インヴェンション 第8番 BWV 779
エリーゼのために
楽興の時 第3番

トルコ行進曲
ソナタ 作品13「悲愴」第1楽章
ソナタ 作品13「悲愴」第2楽章
ソナタ 作品13「悲愴」第3楽章
ソナタ 作品27の2「月光」第1楽章
ラプソディ 第2番
ワルツ 作品39の15（連弾）
愛の夢 第3番
花の歌
乙女の祈り

他20曲

A
PX-770特長 ♪埃から守る。スライド式鍵盤カバー ♪奥行き299mm

PX-770BK（ブラックウッド調）

PX-770WE（ホワイトウッド調）

手に馴染みやすい
白鍵は象牙調、黒鍵は黒檀調

3本ペダル
サイズ スタンド一体型：1391×299×798
※譜面立て・転倒防止金具はサイズに含まず。

重 量：31.5kg 内蔵曲：60曲
付属品：譜面立て、楽譜集、ACアダプター

18

学生特別価格 組み立て・送料無料

￥69,080

購入特典

☆メーカーＯＰ品の椅子と
ヘッドホン合わせて9,000円
（税抜き）
相当プレゼント
本体ＰＸ-770+椅子CB5+ヘッドフォンCP16

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

（税込）

象牙調、黒檀調鍵盤

PX-770BN（オークウッド調）

B

CDP-S160BKの特長 ♪本体重さが僅か10.5kg ♪ピアノ、オルガン含む10音色 ♪省スペース

CDP-S160+専用スタンドCS-46P
+３本ペダルSP-34+ヘッドフォンCP-16+椅子CB-５
協
大学生
め
おすす
CDP-S160 BK
特典品

３本ペダル SP-34
サイズ：【本体のみ】幅1,322×奥行232×高さ99mm

重さ：10.5kg

【スタンド装着時】幅1,322×奥行373×高さ736mm

重さ：17.8kg

付属品：譜面立て、ペダル（SP-3）、ACアダプター
※突起物、譜面立ては含まず

C

学生特別価格

送料無料
（税込）

CDP-S160BKのサイズや付属品について

専用スタンド CS-46P

￥57,200

D

CDP-S160+ヘッドフォンCP-16
+ソフトケースSC-800P

CDP-S160+ヘッドフォンCP-16

CDP-S160 BK

CDP-S160 BK

特典品

特典品

ソフトケース SC-800P

￥55,000

学生特別価格

送料無料

￥46,200

（税込）

送料無料
（税込）

学生特別価格

※送料無料地域は
（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）
になります。その他の地域配送ご希望のお客様は別途ご相談下さい。
※商品の配送は日、祝日は出来かねます。尚、配達時間に関しましては、平日と土の午前中もしくは、午後のご希望がお伺い可能です。
※商品の配達には在庫の状況にもよりますが、
ご注文いただきましてから10日間ほどみていただき、
ご希望配達日をお知らせ下さい。

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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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

英語学習 アカデミックパック

TOEIC®スターターキット 講義動画付
TOEIC®TESTスターターキットは、Kit0～Kit７までのオリジナ
ルテキストと、対応CDが３枚、さらにカウンセリングシート２枚
で構成されています。TOEIC®対策のトレーニングブックだけ
でなく、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、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
税込
組価

￥14,350

【教材構成】
Kit 0 だんだん英語を勉強したくなるBOOK
まず最初に読む小冊子。英語を身につけるとどんな可

能性が広がるのか、皆さんの
「なぜ」
に答えます。イラ

ストとチャートでわかりやすく説明されているので
“だ
んだん”勉強したくなります。

Kit 1 英語学習のトリセツ
大学入学～卒業まで、
4年間の英語学習プラ
ン作りのバイブル。大
学時代に身につけるべ
き英語力、留学や専門
英語の知識、自己学習
習慣の鍛え方など、学
習の指南書。

【学習の流れ】
学習をはじめる前に

だんだん英語を勉強したくなるBOOKを読む

学習のトリセツを読む

入学までの学習計画を立てよう

学習カウンセリング①

プランニングシート提出で個別アドバイス

Kit 6

テストについての基礎知識を得る

トレーニングブック

1日20～30分×40日の自己学習

アクティブ・ラーニング

素材重視の英文を使って7ステップのトレーニング

フル模擬試験

自己採点で苦手分野をチェック

学習カウンセリング②

ステップアップシートで個別アドバイス

Kit 6

次のステップへ！

TOEIC本試験もぜひ挑戦してみよう

【充実の受講者サービス】
★カウンセリング
（ウェブ・書面）

学習前・後のカウンセリングシートをもとに、専門の英
語学習アドバイザーが、一人ひとり丁寧にアドバイス。
提出者にはポケット単語集など、おまけ教材を進呈。
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日々 の 簡 単 な 学 習 記
録をつけて、
「 学び の
見える化」を促進する
学習ダイアリーです。
単なる日記ではなく、
目標達成のためのアイ
ディアマップも活用で
きます。

！
Kit 3 マンガで分かる
TOEIC入門

大学生のためのTOEIC
Kit 4 トレーニングブック

TOEICテスト完全模試
Kit 5 ＋解答
・解説

大学生のための7ステップ
Kit 7 アクティブ
・ラーニング

一般的な教材には書い
ていない、
「なぜ大学生
がTOEICなのか」
を含
めてわかりやすく紹介。
テスト構成・概要から、
各パートのアドバイス
まで収録しています。
ミニ自己診断テスト付
き。

マンガ＆ミニ模試体験

英語学習
Kit 2 モチベーショナルノート

本物のTOEICテストを
知るためには必要不可
欠なフルサイズの模擬
試験に挑戦。本試験で
はできない復習で力を
つ けるため の 別 冊 解
答・解説集も充実して
います。

★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可。

書籍
『TOEIC
（R）
テスト
はじめての解答技術 』
（アルク刊）
をベースに
した、
実践トレーニング
ブックです。1日20～
3 0 分 、標 準 学 習 期 間
40日間。300～600点
程度まで幅広いレベル
に対応。CD1枚付。

英語で考え・学び・発信
するためのトレーニン
グブック。自然科学か
ら文化まで、内容を重
視した素材で英語の論
理展開を学び、意見を
述べる力を身につけま
す。

★学習サポートサイト

継続学習をサポートする、ス
マートフォン対応の専用ウェ
ブサイトを利用できます。

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

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

「Ｖ講座（Web視聴）」対応
スマホ・ＰＣで学習ができる！
✓
✓
✓
✓
✓

40日分の学習すべてに動画講義
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
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。
※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

看護リハビリテーション学部入学の方へ特におすすめ！
看護師を目指す すべての方へ
英語学習 アカデミックパック

TOEIC®スターターキット＋ 看護英語
講義動画付

医療の最先端は英語。ナースの世界でも国際化が急速に進んでいます。
４大卒のナースには、看護学の研究者として英語で論文を発表する事も
多く求められる時代になりました。また、
「国際協力・災害援助」
「外国人
患者の増加」
「海外で働く」
など、看護英語をマスターすれば可能性が大
きく広がります。看護英語の土台を今から築いておきましょう。

税込組価

￥20,350

“患者さんの心にとどく英語”で
国境を越えた看護師を目指す！
Kit1では、
「ことば」
をテーマに、現場で使われる
基礎語彙と表現を20日間で習得します。音声や

イラストで、学習内容を楽しく定着させます。

Kit2では、
「かかわり」
をテーマに、Kit1の学習内

容を掘り下げて
「読む」
「聞く」
「話す」
力を伸ばし

『T0EIC®TEST スターターキット』
（A5判冊子×7冊＋CD３枚／化粧箱入）

『看護師たまごの英語40日間
トレーニングキット』シリーズ２冊組
（基礎編・実践編）

ていきます。20日間で多様な看護領域にまつ

わる文章の読解・会話の聞き取りに挑戦します。

また、情報収集法も学びます。

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。

英語学習アカデミックパック
TOEIC®スターターキット
英語学習アカデミックパック
TOEIC®スターターキット＋ 看護英語

税込組価

￥10,350

税込組価

￥14,350

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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お申込み方法

（パソコン・電子辞書・電子ピアノなど）

お申込み
受付期間

2021年

2022年

12月１日（水）～ 4月30日（土）
※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４日以降、商品ご購入をご希望の方は第４学生会館１F Clover Shopへお越しください。

ご注文方法
甲南女子大学生協

新入生応援サイト

検索

https://www.hanshin.coop/konan-wu/fresh/index.html

新入生応援サイトより
「教材購入」
へすすむ

商品選択・新規登録をしてご注文ください。

お支払いについて
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】
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。

クレジットカード払い
（VISA・MASTER）
クレジット決済に必要な情報を大学生協よりSMBCファイナンスサービス㈱へ提供されることに同意するものとします。

商品のお渡しについて
店舗受取になっている教材については、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
（金）
～4月８日
（金）
10：00～16：30
場所：第４学生会館１F Clover Shop
PC、
プリンタ等は、入金確認後、
２月１日
（火）
以降順次ご指定の住所へ発送いたします。

商品返品について
商品到着日から1週間以内に甲南女子大学生協へご連絡ください
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。
TEL：078-435-5272 （営業時間：平日10：00～16：30）
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お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。

注文手順
パンフレット･WEBサイト等で決めた商品を
甲南女子大学生協 大学生協オンラインサイトでご注文
①ログイン

②商品選択

画面右上の
「ログイン」
ボタンから、新規登録して
ご利用ください。
※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。

③受取方法選択

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。

④配送先

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。

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、
２月１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。

⑤注文確定

⑥コンビニ・クレジットカードでのお支払い

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。

◎コンビニ
コンビニの店頭設置端末で
「コンビニお支払
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。

◎クレジットカード
VISA・MASTERがご利用いただけます。
クレジット決済に必要な情報を大学生協より
SMBCファイナンスサービス㈱へ提供される
ことに同意するものとします。

お問い合せについてはこの 冊子 の 裏表紙をご覧ください。
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お部屋探しは大学生協へ
下宿ご希望の方はご連絡ください。パンフレットをお送りいたします。

お部屋探しのご予約は生協ホームページから！
お申し込みはこちらから▼

https://konan-wu.hanshin.coop/living/index.html
スマホからも
ご予約
いただけます

この『大学生協の入学準備サポートガイド2022』
についてのお問い合わせは…

甲南女子大学生活協同組合

〒658-0001

総

務

部

神戸市東灘区森北町6丁目2番23号

T E L 078-435-5270
FAX 078-435-5271

受付時間

10：00～16：00
（土・日・祝除く）

https://konan-wu.hanshin.coop

【住まい探し】https://konan-wu.hanshin.coop/living/index.html
※お部屋紹介について2月中旬～3月31日は土日祝も受付しております。

