
ジャンル

PDFなのでパソコン、タブレット端末
スマートフォンで、どこでも閲覧できます

日経パソコンEduの紹介 大学生協オリジナルパソコン お得な付属コンテンツ

役立つコンテンツが大学 4 年間読み放題

日経パソコンEduは、大学生活における授業や資格取得、
就職活動などに役立つ多彩なコンテンツを
PDFで提供するクラウドサービスです。
4年間の大学生活を通じて必要な知識を習得するための
自学自習に適しており、ICT活用スキルが身に付きます。

ICTの幅広い知識・スキルが身に付く
多彩なコンテンツが読み放題
基本的なパソコンの使い方、Office、プログラミング、Al、セキュリ
ティ、情報モラルなど、ICTリテラシー向上に役立つ幅広いジャンル
の最新情報を掲載。日経BP発行の雑誌「日経パソコン」などから厳選
した記事や専門書籍も閲覧できます。

Officeソフトの
基本から応用まで

Windowsを
使いこなす 初めてのMac

セキュリティの
基礎知識と対策

著作権と
情報論理を学ぶ

就職活動／キャリア形成／資格・検定試験対
策／大学「情報」入試対策（高校「情報I」対応）

クラウドサービス
活用術

プログラミング
講座 ハード、ソフト、ネットの仕組み

パソコン＆
周辺機活用

スマホ＆タブレット
の使い方 最新トレンド徹底解説

ICT活用の書籍もまるごと収録
オフィスソフトの基礎から資格テスト対策、就職に役立つ
キャリアデザイン関連書籍など、日経BPが発行する最新の
専門書籍を自由に読むことができます。

100冊以上の
書籍タイトルを収録

専門分野

Office関連

就活関連

パソコン＆オンライン授業 
活用読本
今やすっかり一般的になった大学での
オンライン授業。授業を受けるために
必要な知識とスキルをまとめた一冊で
す。Windowsの基本操作、Officeア
プリの活用法もコンパクトに紹介して
います。

MOS対策テキスト
シリーズ
Officeアプリケーション活用の資格試
験「 M O S 」（ M i c r o s o f t  O f f i c e 
Specialist）の合格を目指すなら、問題
と解説をまとめた解説書シリーズが便
利です。合格に必要なスキルを実習し
ながら身に付けることができます。

60分で学ぶOneNote
基本操作編
大学では日々の課題レポートから卒業
論文まで、文章を書く力を常に求めら
れます。文章を書く上で大切なのが資
料の整理です。メモや写真、音声記録
の整理に便利な「OneNote」の使い方
をわかりやすく紹介します。

一般価格なら約32,000円に相当

大学生活におけるコンテンツの活用シーン
オンライン授業や、レポート・論文作成、資格取得、就職活動など
大学生活のさまざまな場面で、コンテンツを活用することができます。

オンライン
授業に

資格
取得に

卒業
論文に
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英語を学ぶ

社会に出てから活躍するために

英語の力を育てる

大学生のうちに英語を学ぶと何でいいの？

異文化に触れる海外体験をして
コミュニケーション力を身に付けよう

英語力は社会に出てからも役に立つ重要なスキルです。
自分の将来の選択肢を増やすためにも
英語教材ソフトを上手に活用し、英語力を伸ばしましょう。

いま、社会が求めるのは
グローバル人材
昨今、多くの企業が国外への進出を図り、海外
を舞台に働く人が増えています。その反対に外
国人を採用する日本の企業も増え世界でのグ
ローバル化が進んでいます。そのため日本の企
業では、実践的な英語力に基づいてコミュニ
ケーションが図れるグローバルな人材を求める
傾向に強くあります。こうした企業で実際に働
き、ビジネスキャリアを充実させるためにも、
大学生のうちからしっかりと英語のスキルを身
に付けましょう。

多国籍な人材が集まる企業で働くということは、
さまざまな文化的背景を持つ仲間と働くことに
なり、異文化を理解しながら仕事をこなしてい
くコミュニケーション力が必要となります。そ
のためには、単に英語のスキルを身に付けるだ
けでなく、海外留学で日本と異なる文化や価値
観に触れ、多様な考え方を受け入れられる力を
身に付けることが大切です。日本語が通じない
海外の地で自分に課題を与え、それを乗り越え
ていくことで英語のスキルがどんどん上がりま
す。大学生は社会人に比べて英語を学ぶ時間が
多い環境にあります。今のうちに海外でたくさ
んの経験を積んでおきましょう。

TOEIC®Tests／コンテンツ TOEFL®テスト／コンテンツ

リスニング力を
身に付ける！

生きた
会話表現を学ぶ

リズムで覚える！TOEIC®Tests必須英単語
TOEICテストに頻出の320語をリズムに乗せて覚える
「チャンツ」形式で習得します。語彙リスト（PDF）付。

【公式】TOEIC®Testsナビ
テスト内容についての説明から、
サンプル問題練習、レベルアップ
アドバイスまでを収録しています。
公式ガイドで概要をつかみ、公式
サンプル問題で本試験を体験する
ことができます。

【公式】TOEFL®テスト
受験ガイド・サンプル問題

基本的なテスト情報から、受験申
込・受験の流れ、テスト構成、ス
コア、サンプル問題・学習ツール
など、TOEFLテスト受験に役立
つ情報をまとめて掲載しています。

アニメで学ぶ！はじめてのTOEFL iBT ®テスト／
アニメで学ぶ！はじめてのTOEFL iTP®テスト
TOEFLテストの問題形式をわかりやすいアニメーション
形式で学びます。解説は、かんべ英語塾主宰の神部孝氏。
出題の傾向をわかりやすく解説します。

リズムで覚える！TOEFL®テスト必須英単語
TOEFLテストに頻出の320語をリズムに乗せて覚える
「チャンツ」形式で習得します。語彙リスト（PDF）付。

世界のVIP45人に聞く！
読んで得する学習記事55本も！

世界が報じたインタビュー、さま
ざまな分野の記事で英語力を伸
ばしましょう。パソコンでもスマー
トフォンでも、移動中でも自宅で
も、効率的な英語学習ができます。

英検®／コンテンツ

【公式】英検®受験ガイド
今の自分の英語力を知れば、
何を勉強すればいいかがわか
ります。英検は、その資格が
学校や企業・実社会で評価さ
れるという価値だけでなく、
他にもたくさんの魅力があり
ます。

キャンパス・イングリッシュ
楽しく学ぶ生きた会話表現

イヌやネコ、メダカなどの生き
物の写真と、英語で言いたい日
本語表現がポップアップで画面
に出現。その写真をクリックす
ると対応する英語表現の解説が
表示されます。

IELTS（アイエルツ）／コンテンツ

【公式】IELTS （アイエルツ）受験ガイド
世界で認められた英語運用
能力試験であるIELTS（アイ
エルツ）。受験ガイドとして、
テスト内容や申し込み方法、
試験対策、試験当日の流れ
やテスト結果の見方の説明を
収録しています。

ヒロ前田のはじめて受けるTOEIC®L＆R
各パートの問題形式の紹介と攻略
のためのポイントをTOEIC受験力
UPトレーナーのヒロ前田氏がわか
りやすく解説します。

計100本のニュースは一般価格なら約20,000円に相当

他にも、多彩なコンテンツが盛りだくさん！

TOEIC®Tests とは
「聞く」「読む」英語力を測るTOEIC Listening＆Reading 
Testと、「話す」「書く」英語力を測るTOEIC Speaking 
＆Writing Testsがあります。

英検®とは
小学生から社会人まで幅広い年齢層の方を対象とした
英語検定試験です。累計志願者が1億人を超えるといわ
れ、企業・実社会で評価されています。

TOEFL®テストとは
アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーラン
ド、カナダのほぼ全ての大学をはじめ、世界160カ国
11,500 以上の大学や機関が利用しています。

IELTS（アイエルツ）とは
IELTSは海外留学や研修、英語圏への移住申請の際に
利用されている英語4技能テストです。世界140カ
国11,000 以上の機関が利用しています。

ビジネスパーソン向けに作成されているTOEIC
のスコア取得は、英語力を求める企業にとって
プラスの評価に繋がり、就職活動でのアピール
にもなります。

one
point

留学＆ホームステイのための
英会話[体験版]

大学生に大人気の書籍「留学＆ホーム
ステイのための英会話」から12コンテ
ンツを厳選して収録。空港やホームス
テイ先でのTOPICを付属のPDFテキ
ストを活用しながら学びます。

おすすめ
教材

大学生協オリジナルパソコン お得な付属コンテンツ
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自 然故障に対応するメーカー保証は通常1年
間のケースが多いようですが、大学生協で

は4年間に延長されています。「落として液晶が
割れてしまった」というような故障でも安価で修
理できる動産保証は、心強いと思います。

故障に対する4年間の
充実保証が付いている

Officeは
使って慣れる！

大学生協に寄せられるリアルな声をお届け

在学生VOICE

オフィスソフトを学ぶ 在学生の声

「ナレロー」はマイクロソフトオフィスを習得するための学習ソフトです。
自分でやらなければ実践的なスキルは身に付きません。
たくさん使って慣れることが上達への近道です。

「こんなところが便利」「もしもの故障の時も安心」など
大学生協に寄せられる、在学生のうれしい声を紹介します。

マイクロソフトオフィスは大学生活に必要なソフト

ナレローなら楽しく学べる！

Word
レポートや論文を作成する時に使
う文書作成ソフトです。ページ設
定やアウトラインレベルの指定、画
像・グラフ・文末脚注の挿入など、
さまざまな機能を使いこなすこと
で作業の効率化が図れます。

PowerPoint
文字や図形、写真などを整理してス
ライドを作成するソフトです。大勢
の人に対して自分の考えを発表する
プレゼンテーションをする時に活用
され、授業はもちろん、ゼミや学会
活動などでも利用します。

Excel
Excelは計算をすることに特化した
ソフトです。関数を使用してデータ
を集計したり、分析を行ったりと授
業で活用されることが多く、また学
園祭の模擬店の売上管理などサー
クル活動でもよく使います。

成績上々 Office 365 
大学生協PCダウンロード版
【収録コンテンツ】

● Windows 11【入門編】
● Word【入門編】
● Word【実践編】
● Excel【入門編】
● Excel【実践編】

● PowerPoint【入門編】
● PowerPoint 【実践編】
● レポート・論文マスター
● CAT Office 365
● CAL Office 365

一般価格なら約10,000円に相当

パソコンを使った
実践的な学習

その場で判定！ ゲーム感覚で楽しく学ぶ

動画による
わかりやすい解説

オンラインと対面併用の授業形態だから、パ
ソコンを携帯できないことは、もはや考え

られません。大学生協のパソコンは、画面サイズ・
重量ともに持ち運びやすいノートパソコンが選ば
れているので、毎日の持ち運びが苦に思いません。

持ち歩くことを前提としている
持ち運びやすいサイズ

大 学生協オリジナルパソコンは大学が推奨す
るスペックや機能を満たしているので、選

んで間違いないと思います。高学年になって、よ
り高度な使い方をしても十分使えるスペックを備
えていることも、安心して選べるポイントです。

4年間使い続けられる
大学生にぴったりのスペック

私 は大学生協でパソコンを購入していないの
で、故障した時に学内の店舗に相談に行く

ことができず困りました。大学生協のパソコンで
あれば、学内の店舗で修理に出せ、わからないこ
とを店舗スタッフに相談できるから心強いと思い
ました。

気軽に相談できる人が
近くにいる環境を手に入れたい

「Campus PC Guide」掲載の在学生の声を再構成しました。

どんどん
大学生協オリジナルパソコン お得な付属コンテンツ
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