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合格者および保護者の皆様へ 

三重大学教育学部 

ノートパソコンの必携化についてのご案内 

～入学までに準備してください～ 

本学では情報教育の一環としてコンピュータを利用する授業が多く行われています。大学生活で

は、レポート･プレゼンテーション資料の作成、インターネットの活用、e ラーニングによる自習、

シラバス閲覧、履修登録など、日常的にパソコンを利用する必要があります。また、在学中に情報

処理活用能力を身につけるには、スマートフォンとの連携やクラウド利用などを含めた、パソコン

の普段からの活用が必要不可欠です。 

そこで本学では、平成 30 年度に入学する学部学生から、個人用のノートパソコンを必携とする

ことになりました。入学の際にはノートパソコンを準備または購入いただくことになりますので、

あらかじめご了承ください。 

(1)入学までにご用意いただくノートパソコンの要件 
条件を満たすノートパソコンをすでにお持ちの場合は新たに購入される必要はありません。 

 
基本要件 推奨要件 

形状 ハードウェアキーボードを備え※1、持ち運びが容易であること 

ＣＰＵ Microsoft Office 2016 とウイルス対策ソフトが快適に動作すること 

メモリ 指定なし 4GB 以上のメモリを搭載すること 

ストレージ 
ストレージ容量が 120GB 以上 
であること 

SSD は高速かつ耐振動性に優れているため、

容量が 120GB 以上の SSD を推奨する 

画面サイズ 指定なし 11～14 インチ 

重量 携帯可能なこと 携帯性を重視する場合は 1.2kg 前後以下 

ＬＡＮ 
Wi-Fi ネットワークに接続でき、

IEEE802.11a に対応していること IEEE802.11a/b/g/n 対応 

バッテリー 

駆動時間 
バッテリー駆動時間がカタログ値で８時間以上であること 

ＯＳ※2 
Windows7 以上または 

macOS であること Windows10 または macOS High Sierra 

※1 キーボードを着脱できる機種（いわゆる 2-in-1）を含む。 
※2 ウイルス対策は可能な限り行うこと。Windows のウイルス対策ソフトは OS 標準（8.1 以降）の

Windows Defender も可。  
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(2)補足事項 

○ 「基本要件」を満たさない場合は学習に支障をきたす可能性がありますのでご注意ください。 

   「推奨条件」を満たしていれば、修学においては快適に利用できると考えられます。可能な限り

推奨要件を満たすノートパソコンをご用意ください。 

○ 基本要件(推奨要件)を満たしていれば、新しく購入する必要はありません（ただし、携帯に向い

ているかどうかなど各自でご判断ください）。新たに購入する場合、どこの販売店でご購入いた

だいても構いませんが、基本要件または推奨要件を満たすノートパソコンをご購入ください。 

○ 本学では Microsoft 社との包括ライセンス契約により、在学中は無料で Office ソフト（Word、 

Excel、PowerPoint、OneNote など）および Office365 のクラウドサービスを利用可能です。し

たがって、Office 付きのノートパソコンや Office ライセンスをご用意いただく必要はありませ

ん。 

○ 現在所有しておられるパソコンについて検討される際及び新規に購入される際には、 

・携帯性 

・在学期間を通しての利用を考えた耐久性 

・故障･盗難に対応する保証や保険 

・迅速な修理対応が可能であること(可能ならば代替機の貸し出しサービスがあるとよい) 

についてもご検討ください。 

○ 授業料免除学生向けに大学からの 1 年間長期貸し出し制度があります（ただし、台数に限りが

あります）。長期貸し出し制度の手続き等の詳細につきましては、３月以降で PC 必携化担当に

お問い合わせください。 
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(3)教育学部における追記事項 

○ 授業などでは、多くの場合、OS として Windows を前提としていますので、OS 選択の際の参考

にしてください。ただし、美術教育コースでは専門性から Mac を推奨しています。各コース・

専攻での追記事項は下記のとおりとなります。 

 □ 美術教育コース：画像や動画を取り扱うことが多いため Mac を推奨します。従って推奨機

種として MacBook Air 1600/13.3MQD32J/A を推薦します。なお、既に Windows（Windows7 以

上）を所有している場合は新たに購入する必要はありません。 

 □ 国語教育コース：OS としては Windows を推奨します。 

 □ 社会科教育コース：OS としては Windows を推奨します。 

 □ 数学教育専攻：OS としては Windows を推奨します。 

 □ 情報教育専攻：CPU としては Core i3 相当以上を推奨します。 

 なお、表記のないコース・専攻では特に追記事項はありません。 

○ 大学でのノートパソコンの利用をサポートするために「セットアップ講習会」を入学後に予定し

ています（4 月 6 日(金)開催予定）。内容としては、 

 ・Office のインストール作業のサポート 

 ・Mac 機への Windows10 のインストール作業のサポート 

を予定しています。なお、Office（Windows 版・Mac 版）および Windows10 は大学から無償で提

供されますのでご用意頂く必要はありません。 

□ ノートパソコンを生協で購入される場合は、大学で提供する Office がすでにインストールさ

れており、相談会なども実施されますので、講習会への参加は必要ありません。ただし、生協

で Mac を購入される場合は、インストール済みの Office は Mac 版であり、Windows10 はイン

ストールされていません。 

□ 生協以外で購入された場合や所有しておられるパソコンを利用される場合は、大学で提供す

る Office をセットアップ講習会においてインストールして頂けます。 
□ 授業などでは Windows を利用する機会が多いため、Mac 機を利用される方（美術教育コース

に限りません）についてはセットアップ講習会で Windows10 をインストールして頂けます（ま

た、その際、インストールした Windows10 に Windows 版 Office をインストールして頂くこと

もできます）。なお、Mac 機への Windows10 のインストール作業を希望される方は、セットア

ップ講習会までに、重要なデータなどのバックアップを取っておいてください。 

OS の初期設定は各自で行っておいてください。 

セットアップ講習会には各自のノートパソコンを充電が完了した状態で持参してください。 

○ 故障時には授業で利用することを前提とした貸し出し制度を予定しています。ただし、台数に

限りがあります。 

ノートパソコン必携化に関するお問い合わせ先 

三重大学教育学部 PC 必携化担当 

E-Mail：pc-admin@edu.mie-u.ac.jp 

TEL：059-231-9356 

Website：http://www.edu.mie-u.ac.jp 

tel:059-231-9356
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参考－生協オリジナルパソコンの案内－ 

 三重大学生活協同組合（以下「生協」といいます）では「生協オリジナルパソコン」として“推

奨要件”を満たし、さらに三重大学が提供する Microsoft Office 365 をインストール済みのノートパ

ソコンを販売しています。大学内の店舗にパソコンサポートコーナーがあり修理受付や相談などに

対応しております。 

 また、修理期間中には代替機の貸出も行っています。なお「生協オリジナルパソコン」の詳細に

ついては、生協からの案内をご覧ください。 

※生協は大学とは別組織（法人）です。お手数ですが詳細は生協へ直接お尋ねください。 

■平成 30年度「生協オリジナルパソコン」性能概要 

 Panasonic CF-SZ6 
大学生協モデル 

東芝 RX73 
大学生協モデル 

Apple MacBook 
Air13 256GB モデル 

工学部建築学科向け 
DELL Inspiron15 7000 

おすすめ学部 
人文学部･教育学部･医

学部･工学部(建築学科

除く)･生物資源学部 

人文学部･教育学部･

医学部(医学科除く)･

工学部(建築学科除く) 

人文学部･教育学部･

工学部(建築･電気電子･

機械の各学科を除く) 

工学部建築学科 

OS 
Windows10 
Home 64bit 

Windows10 
Home 64bit 

mac0S 
High Sierra 

Windows10 
Home 64bit 

重量 0.929kg 1.41kg 1.35kg 1.995kg 

画面サイズ 12.1 インチ WUXGA 
(1920×1200) 

13.3 インチ WXGA 
(1440×900) 

13.3 インチ WXGA 
(1440×900) 

15.6 インチ FHD 
(1920×1080) 

バッテリー 
駆動時間 約 14 時間 約 16.5 時間 約 12 時間 約 8 時間 

CPU Core i5-7200U Core i3-7100U Core i5-5350U 
Core i7-8550U 
クアッドコア 

メモリ 8GB 4GB 8GB 16GB 

ストレージ SSD256GB SSD128GB SSD256GB ※1 SSD256GB＋HDD１TB 

ネットワーク IEEE802.11 
a/b/g/n/ac 

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

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

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

保証 メーカー4 年保証＋動産保障    
メーカー保証は正常な使用状況下での故障について保証されます。 

動産保障では火災、盗難、破損、落雷、水漏れおよびこれらの事由に

より発生した事故による損害の修理を保証いたします。 

※1 MacBookAir13 については教育学部美術教育コース向けとして SSD128GB ストレージも用意されています。 

生協オリジナルパソコン購入に関するお問い合わせ先 

三重大学生活協同組合 翠陵店 
教材パソコン担当（前田・高橋） 
E-mail：suiryo@mucoop.jp 

TEL：059-232-5007 FAX：059-232-1607 

三重大学生協ホームページにて情報を随時公開 

http://www.mucoop,jp 
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