
2020 年 9 月吉日 

名古屋大学新入生の皆様 

保護者の皆様 

名古屋大学消費生活協同組合 

理事長  原田 正康 

（名古屋大学大学院理学研究科教授） 

 

秋学期の生協運営に関するお知らせ 

 

平素より名古屋大学消費生活協同組合（以下、生協）の運営に対し格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症拡大による登校禁止が続き、ご心労いかばかりかと拝

察申し上げます。 

生協ではこの半年間、名古屋大学の感染症対策の基本方針の理解に努め、キャンパスでの感染症

拡大防止を最優先としながら、食堂・購買の運営及び学生の学修支援（教科書宅配、遠隔講義に対

応するためのパソコンサポート等）に努めております。利用者の皆様には十分なサービスが行き届

かずご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げます。 

 

さて、この場をお借りし、現在の生協の経営状況を率直にご報告申し上げます。学生の登校制限

が続いており、店舗・食堂の 1日当たりの利用者数は昨年の 4分の 1程度なっています。感染症の

収束が完全に見通せない中で、2020 年度経営は 2億円超の赤字となる予想です。事業経費の抑制に

努め、各種助成金の活用もしていますが、この損失を埋めるには至りません。短期的な資金繰りの

悪化、経営破綻等の可能性はありませんが、健全な経営・財務基盤の維持は喫緊の課題です。 

組合員の皆さんに日々ご利用いただきくことが、経営の支えとなり生協職員のエネルギーの源と

なります。少しでも多く、店舗と食堂に足を運んでいただき生協をご利用くださいますようお願い

申し上げます。 

 

皆様の秋学期スタートに合わせて、教科書販売や店舗・食堂利用、感染症対策等につきましてご

案内申し上げます。また適時、ホームページにて情報を更新してまいります。 

 

皆様が思い描いていた大学生活を送ることができるように、これからも役職員一体となり、サポ

ートしてまいります。 

今後ともご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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秋学期教科書販売のご案内 

秋学期の教科書は、【会場販売】と【インターネット販売】の２通りです。 

生協ホームページの教科書購入ページと合わせてご確認ください。 

教科書購入ページ 

生協ホームページトップページのバナーからお入りください 

 http://www.nucoop.jp/book/news_2/news_detail_2574.html QR コード→ 

 

  会場販売 

学部・学科別に日時を指定して販売します。 

生協 HP の教科書購入ページで、ご自身の学部学科の指定時間をご確認の上ご来場ください。 

□ 日程：9 月 29 日（火）・9 月 30 日（水）・10 月 1 日（木） 

□ 時間：10：30〜16：30 （学部学科別に日時を指定して販売します） 

□ 場所：フレンドリィ南部 ※場所はこちらでご確認ください。 

   http://www.nucoop.jp/about/outline_map.html  

《購入方法》 

1. 生協ホームページの教科書購入ページで「教科書リスト」をダウンロード 

（教科書リストは 9 月 29 日(火) 9 時にアップします） 

2. 同封の『教科書販売会場専用 購入申込書（２枚複写）』に必要事項を記入 

3. 2.の記入済申込書を販売会場レジへ提出して Meica でお支払い 

4. 注文した教科書をその場でお受取り 

注1) 2.の申込書は、必ず来場前に記入して販売会場へお持ち下さい 

注2) 注 2) マイバッグをご持参ください 販売会場では袋をご用意しておりません 

注3) 注 3) Meica の残高が不足する場合は、南部生協プラザで現金をチャージしてからご来

場ください 

※ 春学期教科書を Meica 支払いで購入された方は、教科書販売会場でお支払いいただき

ます。秋学期教科書購入との合計金額以上の残高があるかどうかをご確認ください。 

 

  インターネット販売 

販売会場へご来場いただけない場合は、インターネットでご注文ください。 

クロネコヤマト便の「代金引換」でご指定の住所へお届けします。お支払いは、宅配便の「代金引換」

となります。 

《購入方法》 

生協ホームページの教科書購入ページからご注文ください。ご注文受付は、9 月 29 日(火) 11 時 か

ら開始します。ご注文日から１週間以内に発送します。 

 

教科書販売についてのお問い合わせ先 

名古屋大学生協南部プラザ 営業時間 11：00〜14：00（土日祝は閉店） shin-book@coop.nagoya-u.ac.jp 
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来校時は、生協食堂・生協手作り弁当をぜひご利用ください 

(1) 生協では「安全・安心」をいちばんに、毎日の健康的な食生活をサポートしています 

1） 健康診断で来校される際は、ぜひ生協食堂でお食事ください 

  1 年生は多くの講義や演習を全学教育棟で受けるため、“南部食堂”を利用する方が多いで

す 

  10 月 2 日（金）開講後にスムーズにご利用いただくためにも、事前にご利用いただくこと

をおすすめします 

2） 栄養バランスを考えた「バランスランチ」をはじめ、季節メニューやフェアなど毎日楽しくお

食事していただけるように工夫しています 

  名古屋大学生協食堂のイチオシ「バランスランチ」 

バランスランチは、１日に必要な食事量と栄養の 1/3 が得られる 

メニューで、「手軽にバランスのとれた食事がとりたい」方におすすめです 

  南部食堂では、約 4人に 1人の方がバランスランチを利用しています 

  生協食堂で提供しているメニューは、以下のサイトでご確認いただけます 

  学食どっとコープ https://gakushoku.coop/ 

3） 9 月 28 日（月）より、生協の手作り弁当の販売を開始します 

  生協食堂で人気のメニューをたっぷりと詰め込んだ「まんぷくランチ BOX」 

  時間がない時や混雑を避けたい時に便利なテイクアウトメニューです 

  IB カフェ（IB電子情報館 1F）にて販売します 

生協食堂および手作り弁当の販売場所は、キャンパスマップでご確認ください。 

名古屋大学生協・キャンパスマップ   

http://www.nucoop.jp/about/outline_map.html 

(2) 生協食堂における「新型コロナウイルス感染防止の取り組み」について 

1） 生協食堂では、以下の感染防止対策を行っております 

① 従業員のマスク着用・アピアランスチェック・手洗いおよび消毒の徹底 

② ホール内の衛生管理強化（席の間引き・アクリル板設置・テーブルの消毒） 

③ 飛沫感染防止（カウンター・レジでのビニルシート設置） 

2） 生協食堂をご利用の際は、感染防止の取り組みにご協力をお願いいたします 

① お食事以外の時間は、マスク着用にご協力ください 

② お食事は、着席から 15分を目安にお願いします 

③ お支払いは、IC カード決済にご協力ください 

(3) 食堂パスをお申し込みの皆さまへ 

   生協食堂では、お申し込みの皆さんにしっかりとお食事いただけるよう、セットメニュー（食パ

スセット）・テイクアウトメニュー（まんぷくランチ BOX）をご用意しています 

  「マイページ」に登録すると食事履歴が確認いただけます（名古屋大学生協ホームページから

登録をお願いいたします） 
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学習用パソコン・教材についてのご案内 

1. 学習用パソコンについて ※同封の案内もご覧ください。 

・オンライン授業が開始され、引き続き「まだ新入生向けパソコンの申込はできますか」というお問い

合わせをいただいております。販売は継続しております。 

・４年間の保証がついたオンライン授業に対応できる生協オリジナルパソコンです。家族共用のパソ

コンや大学備え付けのパソコンは、使いたいときにいつでも使えるわけではありません。今後、使用

頻度も増えていきますので、自分専用のパソコンをご検討ください。 

「大学生協オリジナル Windows パソコン」 

※4年間のメーカー保証・動産保険 

※顔認証対応カメラ・マイク・スピーカー搭載でオンライン授業にも対応可能 

※軽量約 934 グラム。約 15.5 時間の長時間バッテリー。持ち運びに便利です。 

 

2. 電子辞書・電卓について ※同封の案内もご覧ください。 

「電子辞書」 

・大学生には大学生のための電子辞書をお薦めします。大学生になると英語との関わり方が違うため、

大学生協は大学生向けの電子辞書をご提案しています。高校までの「読む」英語から「使う」英語学

習に対応するため、豊富な語彙数、専門用語に強い電子辞書です。 

・第二外国語のコンテンツとケースがセットになった新学期特別価格です。 

（通常セット価格 44,590 円) 

カシオ 英語強化モデル電子辞書 AZ-SX9800 生協組合員価格 40,870 円 

カシオ 理系強化モデル電子辞書 AZ-SX9850 生協組合員価格 40,870 円 

「関数電卓」 

・実験科目では、対数の計算や各種実験データの整理や検証、レポート作成に当たって関数電卓が必要

となります。3D グラフの描画・解析機能を搭載した高精細カラー液晶のモデルです。 

カシオ カラーグラフ関数電卓 fx-CG50-N 生協組合員価格 15,278 円 

「簿記電卓」 

・学校向け専売品のため、一般量販店等では入手できません。また教育目的のため、特別価格でのご提

供となっております。担当教官の方からも授業で使用する簿記電卓として推奨されています。 

カシオ 簿記電卓 AZ-26S 生協組合員価格 5,500 円 

 

新入生向けオリジナルパソコン・電子辞書・電卓のお申し込み方法 

下記 web からお申し込みください。 

「大学生協 Webサービス」 https://member.univcoop-tokai.jp/mypage/?tcd=5105 

南部購買にて実機の展示をしています。購入申込は、店頭でも受付しております。 

お問い合わせ：freshers@ nucoop.jp 

名古屋大学生協 新入生サポートセンター 平日 11〜15時 TEL 052-788-2025 
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3. パソコン講座について 

・４〜５月に開催を予定しておりました「パソコン講座（Office 活用講座）」「アドバンス講座 A（プレ 

ゼンスキルアップ講座）」「アドバンス講座 B（理系レポート講座）」は、新型コロナウイルス感染症 

に関する名古屋大学の活動指針に準じ、講座の提供方法を変更いたしました。 

① Office 活用講座（Word・Excel・PowerPoint） 

・「Word」「Excel」 

※自学自習ができるよう、補足テキストを追加作成し、Office 活用講座テキストと一緒に 6 月中

旬にお送りしました。今後のレポート作成や表計算の活用に必要な内容となっております。 

  ・「PowerPoint」  

※PowerPoint 活用の目的はプレゼンテーションであることから、対面形式での演習を予定してお 

りましたが、現時点で対面で行える状況になっておりません。大学の方針に従いながら、ご提供 

方法をご案内いたします。対面形式が難しい場合は、オンラインでの提供を検討しています。 

  ・「パソコン活用講座テキスト」 

※東海地区の現役学生スタッフが集まって作成しました。大学生が必要なスキルが掲載されてい 

ます。わからないことがあったときに振り返ることができる「大学生のための」テキストです。 

② アドバンス講座 A〜プレゼンスキルアップ講座 

・PowerPoint の講座と同様に、プレゼンテーションの内容がありますので、対面形式での演習を 

予定しておりましたが、現時点で対面で行える状況になっておりません。大学の方針に従いなが 

ら、ご提供方法をご案内いたします。対面形式が難しい場合は、オンラインでの提供を検討して 

います。 

Office 活用講座(PowerPoint)・アドバンス講座 Aのご提供方法については、9月下旬頃に下記ページ

でご案内いたします。 

http://www.nucoop.jp/news_2/news_detail_2578.html 

・パソコン講座、講座テキスト、補足テキストなどのお問い合わせは、下記メールアドレスへ 

freshers@nucoop.jp   

件名「パソコン講座」としてください。 

 

 

新入生サポーター「ReNU」新メンバー募集 

 

ReNU は新入生の入学準備をサポートする、大学生協の学生団体です。新入生が充実した大学生活を

送れるように、現役名大生ならではの視点から、新入生サポートセンター（入学準備個別相談・商品

案内・お部屋探し等）や、パソコン講座などの運営をしています。大きな企画を運営したり、他大学

の人や社会人と関わったり、普通の学生生活ではできない経験ができます。 

来年は ReNU の先輩たちと一緒に後輩の大学生活スタートを応援しませんか？ 

ReNU 紹介タイム（オンライン）を開催しますので、ぜひご参加ください。詳細は同封の案内をご覧

ください。 
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自動車運転免許取得について（今後、免許取得を検討されている皆さまへ） 

１）生協「運転免許取得プラン」について 

〇生協では大学生活に沿ったプランを季節ごとにご提供しており、より経済的に安心して通っていた

だける内容となっております。 

〇安心して通っていただくために各自動車学校の感染症防止対策についての把握に努めております。 

詳細は以下のページを確認ください。                     

http://www.nucoop.jp/nus_3/webapp/data_file/200605041954_8.pdf   QR コード→ 

〇組合員の皆様へのご注意 

自動車学校へ直接申し込まれると「生協プラン」が適用されません。名古屋大学生協 HPからお申

込みください。 

※大学生協提携自動車学校は次ページをご覧ください。 

 

２）生協「通学制【秋】プラン」のご紹介 ※全て大学生協組合員料金が適用されます。 

 忙しい名大生のために「名大生限定 秋の特別入校日プラン」(中部日本自動車学校、茶屋坂自動車

学校専用プラン)を設定しました。(プラン詳細は同封の運転免許パンフレットに挟み込んでおりま

す) 

〇上記 2校以外、特別入校日プラン以外の詳細は同封の運転免許パンフレットの「秋の特典・マイス

ケジュールプラン」をご参照下さい。 

※ 毎年、12～3 月は高校生入校のため最も自動車学校が混み合う時期です。特に今年は感染症防

止対策による入校者数の制限もあり、例年以上の混雑が予想されます。混雑する春休み前に卒

業できるよう早めの入校をお勧めします。 

 

<オンライン免許取得(四輪免許)相談会>開催します！ 

免許取得についての疑問にと自動車学校のスタッフが Zoom を使ってお答えします！ 

参加費無料！ご家族との参加も承ります。  

日程： 9月 11 日(金) 16～17 時、9月 17 日(木) 11～12 時  ※各日定員 50名 

内容： 免許取得についての基礎講座：20分 名古屋大学周辺自動車学校紹介：10分 

お申込にあたっての注意事項：5分 

個別相談(少人数のグループに分かれて個別質問についてお答えします) 

※名古屋大学周辺自動車学校以外の生協提携自動車学校についてのご相談も承ります。 

相談会詳細や申込方法は、名古屋大学生協ホームページ ニュース 

「【免許取得(四輪免許)オンライン相談会】開催します」をご確認ください。

http://www.nucoop.jp/travel/news_2/news_detail_2576.html  ＱＲコード→ 

 

３） よくあるご質問について 

「自動車学校はどうやって選べば良いですか？」 

→自動車学校の選び方は、継続して通って頂くことを考慮すると「①大学からスクールバスで通え

る」、「②自宅近くで通える」「③アルバイト前に通える」など一週間のうち、滞在する時間が多い

場所を基点に選ばれることをお勧めいたします。（同封パンフレットには、各自動車学校の詳細情
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報が書いてあります。参考にしてください。） 

→プラン、自動車学校選択で迷ったときは、以下のページからメールにてお気軽にご相談くださ

い。一人一人に合ったプランをご提案させていただきます。 

名古屋大学生協 HP旅行センター<運転免許取得について> 

http://www.nucoop.jp/travel/car/index.html      QR コード→ 

大学生協提携自動車学校一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県別 No. 自動車学校 所在地 県別 No. 自動車学校 所在地

1 那加自動車学校 各務ヶ原 20  城北自動車学校 名古屋北部
2 大原自動車学校 多治見 21  中京自動車学校 名古屋北部
3 マジオドライバーズスクール大垣校 大垣 22  茶屋坂自動車学校 名古屋東部
4 北方自動車学校 本巣 23  中部日本自動車学校 名古屋東部
5 三田洞自動車学校 岐阜 24  東海自動車学校 名古屋東部
6 中勢自動車学校 鈴鹿 25  緑ヶ丘自動車学校 名古屋南部
7 三重高等自動車学校 津 26  名鉄自動車学校 名古屋南部
8 津ドライビングスクール 津 27  知多自動車学校 知多方面
9 松阪自動車学校 松阪 28  三好自動車学校 三好日進方面

10 北勢自動車学校 桑名 29  豊田自動車学校 豊田
11 松和自動車学校 松阪 30  知立自動車学校 知立
12 静岡県自動車学校静岡校 静岡 31  Coara Drive®(安城自動車学校) 安城
13 静岡県自動車学校沼津校 沼津 32  享成自動車学校(岡崎校) 岡崎
14 マジオドライバーズスクール藤枝校 藤枝 33  享成自動車学校桜町校(西尾校) 西尾
15 古庄自動車学校 静岡 34  豊橋綜合自動車学校 豊橋
16 静岡県自動車学校浜松校 浜松 35  ユタカ自動車学校 豊橋
17 上池自動車学校 浜松 36  ユタカ豊川自動車学校 豊川
18 遠鉄自動車学校浜松校 浜松 37  江南自動車学校 江南
19 遠鉄自動車学校磐田校 磐田 38  大治自動車学校 海部津島方面

岐阜

三重

静岡

愛知
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学生総合共済からのお知らせ 

 「学生総合共済」は病気やケガで困ったとき、全国の仲間でたすけあう制度です。お元気で過ごされて

いるとは存じますが、もし病気で入院されたり、ケガで入通院をされた場合は、遠慮なく生協までご連絡

ください。 

(1) 自粛期間中・夏休みの間病気やケガをしていませんか？ 

・ このような時に共済金の給付が可能です。 

 

 

 

 

・ 共済金の給付申請・お問合せは生協の組合員コーナーまたは共済フリーダイヤルへ 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 2020 年 4 月～8 月の共済金給付実績 

・ 2020 年 4 月～8 月で 205 件、1,487 万円の共済金給付を行いました。 

 

 

 

 

・ 共済金給付を受けた方の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生総合共済、学生賠償責任保険などの大学生協の保障制度に未加入の方は、今からでも加入できま

す。上記の生協組合員コーナーまでお問い合わせください。 

 

① ケガで通院したり、ギプスなどの固定具を装着した。 

② 病気・ケガで 1 日以上入院したり、手術を受けた。 

③ 精神疾患の診療を受けた。 

① 名古屋大学生協・組合員コーナー 

東山キャンパス北部厚生会館 2 階 営業時間は生協ホームページにてご確認ください。 

お問合せ TEL:052-781-1111 e-mail：kumiaiin-corner@coop.nagoya-u.ac.jp 

（平日 11:00～15:00） 

担当 伊藤、松林、桐山、外村 

② 大学生協共済・保険サポートダイヤル：0120-335-770 

病気による入院・手術 98 件 1,069 万円 

事故でのケガによる入通院・手術・固定具（ギプス等） 84 件 354 万円 

こころの早期対応保障 9 件 9 万円 

・ アルバイトもできず、お金不足の中、共済金をいただき、非常にたすかりました。（伝染

性単核球症で 5 日間入院） 

・ 今まで若いから保険なんていらないと思っていましたが、今更ながら保険の大切さを実

感しています。（肺気胸で 20 日間入院・手術） 

・ 常に気をつけていても不測の出来事はつきものです。いざ発生してから改めてこの制度

に救われました。（自転車で転倒し手のひらとひざにケガ・5 日間の通院） 
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生協学生委員会からのお知らせ 

(1) 名大紹介動画限定公開中！ 

1 年生の皆さん、大学生になって初めての夏休みをいかがお過ごしでしょうか。コロナの影響で思

い描いていたようにはならない状況かもしれません。私達生協学生委員会も、大学に登校できず活動

が制限されていましたが、今年はオンラインでのオープンキャンパス企画を開催しました！企画の

1 つとして「名大紹介動画」を作成したのでぜひご覧ください♪ 

今後は、少しずつ登校する機会も増えていくと思いますので、 

皆さんが大学生活をイメージできる一助になれば幸いです。 

＜7 分で名大へ行った気になれる！？～名大紹介動画～＞  

https://www.youtube.com/watch?v=ycPlaL8w1sM 

(2) 学生委員会ってなんぞや 

そもそも学生委員会って何者？と思ったそこのあなた！学生委員会のホームページでは私達につ

いての紹介をしています。こちらもご覧ください。 

Twitter もフォローお待ちしています！ 

＜学生委員会 HP＞https://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/ 

             学生委員会 HP   Twitter 

(3) 緊急開催！～第 2 新学期新歓企画～ 

今年の新学期に行うことができなかった新歓企画ですが、近日オンラインでの開催を予定しており

ます。詳細については学生委員会 HP や公式 Twitter 等で発信していきますので、チェックしてくだ

さいね♪ 

(4) 副総代募集のお知らせ 

名大生協では、1 年生から「副総代」を募集します！ 

大学内の購買や食堂、書籍店舗などは生協が運営しているのですが、こ

の生協は「組合員」(つまり皆さん)の声をもとに運営を行っています。 

副総代は、月に一回の会合などを通じ、より積極的に生協に意見を伝え

ることができます。 

あなたも、副総代の一員として生協を「変えて」いきませんか？ 

※ 詳しい募集方法などは、名大生協ホームページや今後の連絡をチェックしてください！ 

※ 総代は 4 月に募集が完了しているため、秋学期から加わる皆さんは「副」総代となります。なお、

今後の活動において、総代と副総代に活動内容の違いはありません。名大生協ホームページのチ

ェックをお願いいたします 

 

生協店舗・食堂の最新の営業時間、キャンパスマップなどは生協ホームページにて公開いたします。 

今後も情勢の変化により、今回お知らせした内容に変更が生じる場合がございます。変更点は随時ホー

ムページでお知らせいたします。 

名大生協ホームページ http://www.nucoop.jp/  
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