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平成２４年度金沢大学入学予定者の方へのお知らせ 

携帯型パソコンの準備（全入学生必須）について 

本学では「高度情報化社会に対応できる情報処理の基礎能力・総合力を持った人材育成」を重視して

ネットワーク環境の整備を進め，携帯型パソコンを利用した授業や演習を行っています。１年前期には必

修科目「情報処理基礎」においてパソコンの利用方法を学習し，学生生活に関わる連絡，手続き等は全て

Web を利用してパソコンで行います。特別な事情がない限り，入学までに携帯型パソコンをご用意くださ

い。 

[重要] 

Microsoft Office ソフトウェア一式については，無償（ディスク代等千円は必要）で金沢大学から提供します

ので，購入の必要はありません。市販のパソコンにはこのソフトウェアがあらかじめ入っているものも多くあり，

その分価格が高くなっておりますのでご注意ください。なお，Windows 版（Office 2010），Mac 版（Office 2011）

ともに提供します。入学後には Windows XP/Vista から Windows7 への更新（機種によってはできない場合も

あります。）も無償（ディスク代は必要）提供します。これらのソフトウェアは，大学卒業後も１台分に限り継続利

用可能です。 

[注意] 

情報処理基礎等の授業で用いるテキストでは，Windows 7 上の Office 2010 を例にした記述になっていま

す。パソコンがWindows XP/VistaやMacの場合には一部内容の読み替えをしていただく必要はありますが，

使用に支障はありません。 

[携帯型パソコンの貸与について] 

経済的事情等により，携帯型パソコンを用意することが困難な場合には，大学から携帯型パソコンを半年

間貸与します（更新も可能です）。貸与は入学料免除申請者および入学料徴収猶予申請者に限りますので，

免除申請あるいは徴収猶予申請の際に同時に貸与の申し込みを行ってください。 

[お問い合わせ窓口] 〒920-1192 金沢市角間町 金沢大学総合メディア基盤センター情報教育部門 

 TEL: 076-234-6920, 6913, 6911 (受付時間：平日 10:00～17:00) 

入学までにご準備いただく携帯型パソコンの必要条件 

条件を満たすパソコンを既にお持ちの場合には新たに購入される必要はありません。 

１．基本要件 

＊容易に持ち運べる携帯型のパソコンであること。 

２．ハードウェア要件 

＊有線ＬＡＮあるいは無線ＬＡＮによってネットワークに接続できること。 

＊下記のソフトウェアが軽快に使えること。なお，お持ちのパソコンが古いもので，動作に

不安がある場合には，下記お問い合わせ窓口にてご相談下さい。 

３．ソフトウェア要件 

＊Microsoft Office 2010 (Mac の場合は 2011) 一式 [Word（文章作成），Excel（表計算），

Powerpoint（プレゼンテーション）] が１年生必修の授業で必要です。インストールされ

ていない場合，金沢大学から無償で (ディスク代等千円は必要) 提供します。 

＊コンピュータウィルス対策ソフトウェアが稼働していること。Microsoft Security 

Essentials (無償提供製品) でも問題ありません。 

４．その他 

＊１年前期の授業では有線 LAN の機能を使えることが望ましいですが，その場合は 2m 程

度のネットワークケーブルも用意してください。 
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新たにパソコンをご購入される新入生のみなさんのために，必要なソフトウェアや大学生活4年間をサポート

する保証をセットした金沢大学オリジナルモデルをご案内します。この 2 つのモデルは，金沢大学生活協同

組合で販売しております。金沢大学オリジナルモデルですのでどちらも台数限定となります。（万一，希望者

が予定数を上回る場合は，同等品を生協よりご紹介いたします。）なお，用意していただく携帯型パソコ

ンは，このオリジナルモデルである必要は無く，ご自分で用意いただいたものでも構いません。 

金沢大学オリジナルモデルの特徴 ～大学内にある生協がサポートします～ 

① 4 年間保証がついたオリジナルモデル 
メーカー保証では補償されない，落下事故による破損，水濡れによるトラブル等の不慮の事故を 4 年間補償する動産保険

がついています（量販店での長期保証でも対象外となるケースがほとんどです）。通常使用での故障を補償するメーカー保証も 4 年間対

応ですので，修理代金を抑えることができ持ち運びが多くなる携帯型パソコンでも安心して使えます。 

② 修理時も貸出用パソコンで安心 注：貸出が集中した場合，お待ちいただくことがあります 

大切に扱っても突然故障することがあるのが精密機器のパソコンです。修理中に，宿題，レポートやメールのチェックなど

パソコンを使いたい時も金沢大学生協で貸出用パソコンを借りることができるので安心です。授業での貸出は大学でも用

意していますが，自宅（授業外）でも貸出できるのはオリジナルモデル購入者だけの特典です。 

③ 大切なデータのバックアップもサポート 
パソコンは 4 年間保証で修理できても，大切なデータは自分でバックアップすることが必要です。多くの学生はデータを失

って初めてその大切さを実感しています。オリジナルモデルにはバックアップの講習をセットしています。 

もちろん授業で必要な Microsoft Office2010（※１）やウィルス対策ソフトも揃っています。 

※詳しくは，同封の金沢大学生活協同組合の資料(パソコン導入ガイド)をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学 4 年間で 2 人に 1 人が修理する事態に！ 

４年間で発生した修理件数は 632 件で，その年度に購入した 

学生数の約４５％になります。そのうちメーカー保証外の修理で 

動産保険を利用した件数は 343 件と修理件数の半分以上でした。 

（動産保険を利用した件数は購入者比では約 24.7％になります。）（※2） 

「金沢大学オリジナルモデル」には 4 年間の動産保険がセットされて 

いるため，自らの不注意で破損した場合や，水濡れによるトラブルがあった 

場合でも，補償されています。 

金沢大学オリジナルモデルのご紹介 

モデル A スタンダードモデル ※3 東芝 

dynabook R （黒） オリジナルモデル 

モデル B ハイパフォーマンスモデル ※3 パナソニック 

レッツノート （ｼﾙﾊﾞｰ） オリジナルモデル 

Windows 7 

Home 

Premium 

Windows 7 

Professional 

Core i3 

シリーズ 

13.3 型 WXGA 

（1366×768） 

約 10 時間/  

約 1.4kg 

2GB/ 

500GB 
別売（外付け） 

Core i5 

シリーズ 
12.1 型を予定 

約 15 時間/ 

約 1.4kg 

4GB/ 

500GB 

DVD 

マルチドライブ 

税込組価 89,800 円 

税込組価163,800 円

OS CPU 液晶 駆動時間/質量 メモリ/HDD 光学ドライブ 

OS CPU 液晶 駆動時間/質量 メモリ/HDD 光学ドライブ 

※1 Word，Excel，PowerPoint などが含まれたライセンス製品。金沢大学提供のライセンス。 

※2 金沢大学生協で平成 18 年販売したパソコンを平成 22 年 3 月までの 4 年間で受付けた修理データからの数値です。 

※3 平成 24 年春製造のモデルのため仕様は変更する場合があります。 
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パソコン準備にあたっての各学類からの追加説明 
以下では，左ページにある「金沢大学オリジナルモデルＡ，Ｂ」を「モデルＡ，Ｂ」と略記します。 

【人文学類】前掲の「入学までにご準備いただく携帯型パソコンの必要条件」を満たすものであれば，オリジナ

ルモデル以外のものでも問題ありません。 

【法学類】法学類の「情報処理基礎」の授業のためには，モデルＡまたはモデルＡと同等の仕様のパソコンを準

備していただければ十分です。オリジナルモデル以外のものでも問題ありません。 

【経済学類】前掲の「入学までにご準備いただく携帯型パソコンの必要条件」を満たすものであれば，オリジナ

ルモデル以外のものでも問題ありません。 

【学校教育学類】「携帯型パソコンの必要条件」を満たすパソコンを用意してください。オリジナルモデル購入の

場合は，モデルＡ，Ｂのいずれでもかまいません。自ら用意する場合，画面の解像度が WXGA（オリジナル

モデル A）程度あり，持ち運びの容易なものを用意することをおすすめします。 

【地域創造学類】モデルＡ，Ｂのどちらでも可です。オリジナルモデル以外を用いる場合，容易にタイプできるサ

イズのキーボードとオリジナルモデル並みの大きさのディスプレイがあることが大切です。 

【国際学類】インターネットが利用でき，Office（Word，Excel，Powerpoint）がインストールされているPCであれば，

仕様を問わない。 

【数物科学類】携帯型パソコンとして授業やレポート作成に使用するにあたっては，モデル A で十分です。

Windows のユーザーアカウントは半角アルファベットだけで作成して下さい。空白も入れないでください。

半角アルファベット以外の文字を使用している場合，新たに半角アルファベットだけからなるユーザーアカ

ウントを登録し，授業ではそちらを使用することになります。 

【物質化学類】携帯型パソコンをオリジナルモデルから新規購入する場合，どちらのモデルを選択していただい

ても構いません。モデルＡを選択した場合でも，学習する上で全く問題はありません。 

【機械工学類】Windows のほかに Linux という OS を使ったプログラミング演習を行います。Linux の起動が確

認されているモデルＢあるいはＡを推奨します。すでにお持ちのパソコンを使われる場合には，KNOPPIX

（Linux の OS）が起動するかをセキュリティ点検の際に必ずご確認下さい（大学生協で USB メモリに入った

KNOPPIX を「USB-KNOPPIX」として販売予定）。 

【電子情報学類】無線 LAN 機能が必須です。 

【環境デザイン学類】上記の携帯型パソコンの仕様を満たすものであれば，なんでも構いません。 

【自然システム類】このお知らせに記載の必要条件を満たすのであれば機種は問いませんが，画面サイズは金

沢大学オリジナルモデルと同等か，できればそれ以上のものを準備してください。 

【医学類】モデルＡあるいはそれと同等の機能を有するパソコンがあれば十分です。 

【薬学類・創薬科学類】早い段階で IT スキルを身に付けることは，大学生活のみならず，社会人にとっても重要

です。授業のためには，モデルＡと同等以上の仕様であれば十分ですので，授業以外での利用や利便性

等も考えたうえでご準備ください。 

【保健学類】保健学類教室では有線 LAN(学生用コンセント)が使えないので，無線 LAN 機能は必須とします。
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学内で使うパソコンは，みなさんが安全にパソコンを利用できるようにウィルス対策ソフトの動作状況確認などの

セキュリティ点検を受ける必要があります。このセキュリティ点検は全入学生の入学時参加が必須です。 

セキュリティ点検 

日程 ： ３月２８日（水）～４月１日（日）（いずれか一日の午前あるいは午後） 

１日３時間程度の内容を１回，事前に金沢大学生協で予約して参加してください。 

会場 ： 金沢大学角間キャンパス 総合教育講義棟 講義室 

費用 ： 金沢大学オリジナルモデルを購入される方は，購入代金に含まれています。（無料） 

ご自分でパソコンを用意される方は 2,000 円（金沢大学提供の Microsoft Office 2010 あるいは 2011(Mac)

を使用する場合には＋1,000 円）が必要になります。 ※詳しくは同封の生協の資料をご覧ください。 

【パソコンについての相談，セキュリティ点検日の予約，パソコンの注文締切】 

金沢大学生協 新学期会場（大学会館 2F 食堂ホール）で，パソコンについての相談を行っています。 

※１ 2/13(月)，3/16（金）～18（日）は金沢大学生協のホームページでのみ予約を受け付けます。 

●土日祝日は県外からの来場者で混雑が予想されます。金沢市内など近隣の方は極力平日をご利用ください。 

●遠隔地の方など，日程に関して相談したい場合には下記「金沢大学生協 新入生相談センター」まで。 

 

金沢大学オリジナルモデルを購入される方 

金沢大学生協 新学期会場でパソコンや関連品の購入相談を行っています（Web での注文も予定）。 

日程を確認の上，締切までにセキュリティ点検の参加日時の予約と合わせてパソコンをご注文ください。 

【セキュリティ点検の概要】 

・パソコン本体のお渡し ・パソコンの設定，動作確認・セキュリティの設定・その他の商品のお渡し等 

 

ご自分でパソコンを用意される方 

事前に，参加日時を予約し，点検作業料 2,000 円(金沢大学提供の Microsoft Office 2010 あるいは 2011(Mac)

をインストールされる場合には＋1,000 円)の支払いを済ませてください。 

【セキュリティ点検の際に持ってきていただく物】 

パソコン本体，AC アダプター，AC コード，LAN ケーブル（2ｍ程度） 
・パソコンは 初のセットアップを終えて，正常に動作する状態でお持ちください。 

 【セキュリティ点検の概要】 

・パソコンの動作確認，ウィルス対策ソフトの動作状態確認，機械工学類については Linux 対応確認。 

 ウィルス対策ソフトが適切に入れられていない場合には，対応方法をご指導します。 

・金沢大学提供の Microsoft Office 2010（Mac の場合は Office 2011）を利用される方は，そのインストール。 

 

金沢大学生協 新入生相談センター  〒920-1192 金沢市角間町 

http://www.kindai-coop.or.jp/  e-mail ： soudan2012@kindai-coop.or.jp 

 

対象者(入学手続き期間毎) 生協新学期会場でのパソコン相談 セキュリティ点検予約・PC 注文の締切

AOII 入試，推薦入試，帰国子女， 

保健学類編入 
2/10(金)～12（日） 10:00～16：00 2/13（月）  2/13 は Web のみ※１ 

一般入試前期，帰国子女 3/8（木）～15（木） 10:00～16：00 3/18（日）  3/16 以降は Web のみ※１ 

一般入試後期，私費外国人，帰国子女 3/22（木）～27（火） 10:00～16：00 3/27（火） 

日 時 電話番号 受付時間 

3 月 7 日(水）まで 076-234-5032 平日 10：00～17：00 

3 月 8 日(木)～4 月 1 日（日） 076-234-5032 平日，土曜，日曜とも 10：00～17：00 

 「セキュリティ点検」の日程のご案内 全学生必須 


