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法学部 経済経営学部 スポーツ科学部 心理学部 
最低条件 Microsoft Office Word、Excel、PowerPoint(バージョンは 2019、2016 のいずれか)が使えること。 
 

 

 

新規でパソコンを購入する場合 

新規購入の推奨スペックは、以下のとおりです。 
CPU Core i5 以上または Ryzen 5以上 ハードディスク 

(または SSD) 256 GB 以上(SSD 推奨) 

メモリ 8 GB 以上の RAM ディスプレイ 解像度 1280×800 以上 

Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint など）は本学入学後に無料でインストールすることができるので、あ
らかじめインストールされているパソコンを買う必要はありません。 
現在販売されているパソコンであれば、概ね大学生活での使用には十分な性能です。その中でも記憶装置（ストレ

ージ）に SSD が搭載されているパソコンを推奨します。また、大学からパソコンのメーカー指定はありませんので、
本学ショッピングセンターが紹介するパソコンは選択肢の１つとして検討してください。家電量販店等で購入する場
合は、上記の内容を店員の方に伝達すると相談しやすいでしょう。 
選択肢の１つとして…駿河台大学 学割 PC購入サイト https://ec1.u365.jp/16410266/member/CSfLogin.jsp 

駿河台大学 情報処理教育センターより 

パソコンの購入で悩んでいる方へご案内 
 入学前にパソコンを用意すべきか迷っている方は、この資料を参考にしてください。 

大学ではどんなときにパソコンを使うの？ 

Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint など）が動作するスペックを満たしていれば使用可能です。 
要件を満たしていない場合は、「新規でパソコンを購入する場合」をよく読み、使用目的や予算などの都合を踏まえて
パソコンの新規購入を検討してください。Microsoft Office は本学入学後に無料でインストールすることができるの
で、購入する必要はありません。 

すでに所有するパソコンを使う場合 
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どのようなパソコンがあればいいの？ 

2021（令和 3）年度の授業については、新型コロナウィルス感染症の収束状況によっては、授業科目の一部をオン
ラインで行う可能性があります。オンライン授業を受けるには、パソコンやインターネット回線が必要になります。
また、情報収集やデータの分析、レポート作成やプレゼンテーションなどでも使用します。駿河台大学のキャンパス
内には無線 LAN(Wi-Fi)が整備されているほか、ノートパソコンを持ち込んで利用できる環境も整っていますので、
大学生活においてパソコンがあると大変便利です。 

■具体的な使用シーン 

 · 各講義のレポート作成 
· ゼミにおけるプレゼンテーション(発表) 
· パソコン実習科目の予習復習 
· オンライン授業 

· 就職活動（企業分析やエントリーなど） 
· 教職課程科目の学習指導案や教材の作成 
· 映像作品の作成や画像編集 
· 本学ポータルサイト（ポタロウ）の利用  …など 
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駿河台大学 情報処理教育センター（講義棟 5階） 

メールで質問を受付けています。下記のアドレスまでご連絡ください。 
また入学手続きなどで来校の際に、お気軽に情報処理教育センターへお越しください。 
ただし、閉室日がありますので、情報処理教育センターのホームページでご確認ください。 

メール  jskc@surugadai.ac.jp  ホームページ  https://www.surugadai.ac.jp/jskc/ 

 

 

メディア情報学部は次のページをご覧ください。入学する学部によって推奨するパソコンが異なります。 

問い合わせ先 

次ページにつづく 
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メディア情報学部 

入学後の希望分野に応じて、異なる種類のパソコンを推奨しています。 

特に映像系・デザイン系を本格的に学びたい場合 
Macintoshの利用を推奨します。 
Macintoshにはいくつか種類がありますが、予算の問題と大学での利用ということを考えると、 

「今、自分がパソコンにかけても大丈夫な金額で、一番良いMacのノートパソコン」 
というのが基本的な考え方になります。 

映像系・デザイン系以外を希望する場合 
Microsoft Office（Word、Excel、PowerPointなど）がストレスなく動作すればどのようなPCでも大丈夫です。 
 

上記を基本的な考え方とした上で、以下、分野別の推奨スペックをご案内します。 
 

映像系・デザイン系を本格的に学びたい場合 
Macintosh （CPU：Apple M1チップ、メモリ：16GB、SSD：512GB以上（映像系はできれば 1TB以上）） 
例えば、 
・13inch MacBook Pro 
・13inch MacBook Air 
 

その他の分野を希望する場合 
Windows（CPU：Core i5以上、メモリ：8GB以上、SSD：256GB以上） 
Macintosh どの種類でも良い 
例えば、 
・MacBook Air（CPU：Core i3、メモリ：8GB、SSD：256GB）など。 
 

○ Macintoshの新規購入希望の場合、「アップル・オン・キャンパス」という制度を利用すると、アップルの学生価格よ
り安く購入することができます。 

○ 入学後の希望分野が未定、あるいは購入に不安がある学生は、以下の教員に相談してください。 
映像系：斎賀先生  デザイン系：井上先生  その他：野村先生 
メディア情報学部パソコン購入相談メール（3人共通）  media_pc@surugadai.ac.jp  

○ 現在、インターネットに接続でき、Word、Excel、PowerPointが問題なく動作するスペックのパソコンを所持してい
る（または利用できる）のであれば、慌てて購入する必要はありません。希望分野が明確になったり、メディア情報
学部の実習を体験してからの購入でも問題ありません。 

○ 以下のソフトウェアは、入学後に無償で利用できるため、入学前に購入したり、あらかじめインストールされている
パソコンを買ったりする必要はありません。 
・Microsoft Office（Word、Excel、PowerPointなど） 
・Adobe Creative Cloud（Photoshop、Illustrator、InDesign、After Effects、Premiere Proなど） 

表にまとめると… 

 
 

希望分野 映像・音響 デザイン その他全般 
OS Macintosh Macintosh Windows or Macintosh 
CPU Apple M1 チップ Apple M1 チップ Core i5 以上 
メモリ 16GB 以上 16GB 以上 8GB 以上 
SSD 512GB 以上（1TB 以上推奨） 512GB 以上 256GB 以上 

例 
13inch MacBook Pro 
13inch MacBook Air 

13inch MacBook Pro 
13inch MacBook Air 

 

相談先 
斎賀先生 井上先生 野村先生 

メディア情報学部パソコン購入相談メール（3 人共通）  media_pc@surugadai.ac.jp 

＊入学後に教員に相談して購入でも間に合います（Mac はアップル・オン・キャンパスで割引可能です）。 
＊分野やスペックで迷っている場合は、あせらないで OK です。 
＊Adobe のソフト、Microsoft Office は入学後、無償で利用できます（在学期間のみ）。 
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（1）必ず自分のパソコンが必要ですか？ 

本学メディアセンターには 140 台のパソコンが整備され、本学学生であれば自由に使用することができます。 
しかし、開館時間外などは利用できませんので、自分のパソコンを持つことを推奨します。 

（2）パソコンの形状（デスクトップパソコン、ノートパソコン、タブレット等）に指定はありますか？ 

パソコンの形状に指定はありません。持ち運びと使いやすさから多くの在学生はノートパソコンを使用して
います。予算や使用スタイルに合わせて形状やサイズを選択してください。 

（3）Windows のパソコンでなければだめですか？ 

Mac（macOS）でも構いません。ただし、Windows と Mac では操作が異なりますので、メディア情報学部
以外のパソコンが苦手な学生には Windows を強く推奨します。 
 また、Chromebook や iPadは使用できるソフトや機能が限られるため推奨しません。大学の授業で使用する
パソコンは、メディア情報学部以外では基本的に Windows です。 

（4）大学から送られてきた「キャンパスパソコン」を購入する必要はありますか？ 

本学ショッピングセンターが紹介するパソコンは選択肢の１つとして検討してください。また、駿河台大学 
学割 PC インターネットサイトで紹介しているパソコンも選択肢の 1 つです。どれも本学（メディア情報学部
の映像系・デザイン系の分野希望者を除く）の推奨スペックはクリアしています。 

（5）なぜ「Office365」が無料で使用できるの？ 

駿河台大学では、学生・教職員の学修・研究環境の充実及びコンプライアンスの強化を目的として、日本マ
イクロソフト社と教育機関向け総合契約（OVS-ES)を締結しています。本契約により、本学に所属する学生は、
入学時に大学から付与される ID・パスワードを入力するだけで、個人で所有するパソコンやスマートフォン、
タブレット端末などに無償でMicrosoft Office製品を一人当たり最大 15台までインストールすることができま
す。 

 

 

 

（6）大学が無償提供する「Office365」のサービスをインストールするにはどうしたらいいですか？ 

個人で所有するパソコンやタブレット端末などに無償で Word、Excel、PowerPoint などの Microsoft Office
製品をインストールするには、大学入学時に付与される ID・パスワードが必要になります。インストール方法
については、入学後に大学ポータルサイト(ポタロウ)からマニュアルをダウンロードしてください。 

 

１人当たり最大 15台までインストール可能 

タブレット 

×5 
パソコン 

×5 ×5 
スマートフォン 

よくある質問 3 

Adobe製品ソフトも駿河台大学在学期間中のみ無償提供しています。 
Adobe 製品ソフト(Acrobat DC, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro など)の利用を希望 
する場合は申請が必要です。申請方法については、入学後、大学ポータルサイト(ポタロウ)
に掲出されていますのでご確認ください。Adobe は年度毎に申請が必要となります。 

このソフトウェアのライセンス期限は、駿河台大学在学期間中のみ有効です。 
卒業後はライセンス契約が終了となり、ソフトウェアを使用することができなくなります。 


