個人用ノートパソコン準備のご案内
－ 個人用ノートパソコンの活用について －
大阪大学では、授業の履修登録や成績の閲覧、その他各種連絡事項については、WEBを使った学務情報システムを通じて
行っています。また、新１年生が受講する情報基礎や実践英語の授業ではｅラーニング教材を用いた授業が行われるほか、
課題レポートや卒業論文の作成などパソコンを使用する機会が数多くあります。
今日の情報化社会においては、在学中にPC操作に習熟し、ICT活用スキルを身に付けておくことは、必須です。新１年生
の皆さんにおかれては、授業において教員からノートパソコンを持って来るよう指示があった際には、持参できるように
ノートパソコンの準備をしていただきますようお願いいたします。
ご準備いただきたいノートパソコンの必要スペックについては、下記のとおりです。すでにお手持ちのノートパソコンが
必要スペックに該当するものであれば、新たに購入していただく必要はありませんので、そのままお使いください。また、
必要スペックに満たない場合であっても、お使いいただくことは構いませんが、授業等での使用の際に不具合が起こり得る
かもしれませんので、このことを十分ご理解いただいた上でご使用ください。
経済的な事情等によりノートパソコンの準備が困難な方については、半年又は１年間の長期貸与制度を、また、授業で必
要な際に故障等で一時的な貸与を必要とされる場合については、一時貸与制度を用意しています。貸出制度については３
ページをご参照ください。

●ノートパソコンの必要スペックについて
１．基本要件
・容易に持ち運びができるノート型のパソコンであること。
・無線LANへの接続が可能であること。
・本学が包括ライセンス契約により提供する以下のソフトウェアが軽快に動作すること。
Microsoft 365 Apps
（包括ライセンス契約により無償でインストールできます。次ページ参照）
2．詳細スペック
＜文系学部用＞
推奨スペック

＜理系学部用＞
必須スペック 【※１】

推奨スペック

Windows 8.1 以上又はMac OS 10.13
OS

Windows 10 又はMacOS 11.0 (Big

(High Sierra) 以上でMacOS 11.0 (Big

Sur)

Sur)にアップデート可能なOS

Windows 8.1 以上又はMac OS 10.13
OS

Windows 10 又はMacOS 11.0 (Big

(High Sierra) 以上でMacOS 11.0 (Big

Sur)【※３】

Sur)にアップデート可能なOS

【※２】

【※２】

できる限り推奨スペックと同等の処理
CPU

Intel Core-i3以上

レベル（2コア）の性能を有している

できる限り推奨スペックと同等の処理
CPU

Intel Core-i5以上

メモリ

8GB以上

記憶装置

SSD256GB以上

もの
メモリ

8GB以上

記憶装置

SSD256GB以上

4GB以上

HDD又はSSDで256GB以上

128GBでも可）
無線LAN
バッテリー
駆動時間
入力装置

IEEE802.11a/b/g/n/ac/axのいずれかに対応した無線ネットワークアダプタを
有しているもの（内蔵、外付けいずれも可）
カタログスペックで8時間以上

カタログスペックで5時間以上

物理キーボードを有しているもの（着脱式・分離型でも可）

レベル（4コア）の性能を有している
もの

HDD又はSSDで256GB以上
（外部記憶装置等を使用する場合は

必須スペック 【※１】

（外部記憶装置等を使用する場合は
128GBでも可）

無線LAN
バッテリー
駆動時間
入力装置

IEEE802.11a/b/g/n/ac/axのいずれかに対応した無線ネットワークアダプタを
有しているもの（内蔵、外付けいずれも可）
カタログスペックで8時間以上

カタログスペックで5時間以上

物理キーボードを有しているもの（着脱式・分離型でも可）

Windows 8.1及びWindows10に付属のWindows Defenderを使用するか、他

Windows 8.1及びWindows10に付属のWindows Defenderを使用するか、他

セキュリティ のウィルス対策ソフトをインストールし、定義ファイルを最新に保つこと。

セキュリティ のウィルス対策ソフトをインストールし、定義ファイルを最新に保つこと。

ソフト

Mac OSについてはウィルス対策ソフトが付属していないので、必ず対策ソフ

ソフト

トをインストールし、定義ファイルを最新に保つこと。

トをインストールし、定義ファイルを最新に保つこと。

メディア授業、eラーニング語学授業等のため、内蔵のスピーカー・マイク・
その他

カメラを有すること（または、外付けのイヤホン・マイク・カメラを使用で
きること）。

Mac OSについてはウィルス対策ソフトが付属していないので、必ず対策ソフ
メディア授業、eラーニング語学授業等のため、内蔵のスピーカー・マイク・

その他

カメラを有すること（または、外付けのイヤホン・マイク・カメラを使用で
きること）。

【※1】必須スペックは、入学初年度において十分なスペックであることを保証するものであり、全在学期間にわたって、この仕様のPC
が使用できることを保証するものではありません。また、OSのアップデートができない機種もありますのでご注意ください。
【※2】包括ライセンス契約によりWindows 10へのアップグレードが無償で行えます。また、Mac についてはBoot Campで
Windows OSのインストールが可能です。
【※３】工学部環境・エネルギー工学科の学生には、Windows 10を推奨します（Windows OS専用のソフトを用いて学ぶ場面が多い
ため）。また、Macの新しいCPUでは、Windows のデュアルブート・仮想環境での実行はできないことがあります。

問い合せ先：教育・学生支援部教育企画課
TEL：06-6879-7104/7082 E-mail： gakusei-gakumu-zyoho@office.osaka-u.ac.jp

ーノートパソコン貸与制度についてー
貸与の基準
申請区分
①

貸与期間

貸与費用

証明書類

学資負担者が生活保護を受けて

生活保護に関する証明書：生活保護

いる方

決定(変更)通知書(写)

備

考

入学前1年以内において、入学
者の主たる学資負担者の死亡、
又は入学者本人若しくは主たる
②

無償

―

(写)又は埋葬許可書（写）
災害に関する証明書：罹災証明書
(写)

入学料の納入が著しく困難であ

済

る方

的
由

（罹災証明書により証明された

死亡に関する証明書：死亡診断書
半年/1年

もの。）を受けたことにより、

経

理

学資負担者が風水害等の災害

③

上記①又は②に準ずるやむを得
ない事情があると認められる方
＊１

授業料免除結果が発表(７月頃の予

定)されるまでの貸与費用(４か月分16,720
円)は自己負担となります。授業料免除の

④

経済的理由により授業料免除を
申請する方

1年

一部有償

＊１

貸与申請における証明書類の提出は
不要

申請内容及び選考結果を基に貸与許可者の
選考を行い，貸与許可が正式に認められた
方については残りの貸与費用を大学が負担
します。貸与が許可されなかった方は自己
負担（８か月分の予定，33,440円）となり
ます。

由
以
外

経
済
的
理

注１）

PC持参忘れ／PCの故障

一時

有償

全額

その他理由

一時

有償

全額

貸与を希望する場合は、大阪大学生活協同
組合のPCサポートカウンターで直接手続
きしてください（在庫状況により、貸与ま
で時間を要する場合があります。）

貸与許可者は選考により決定します。選考に当たっては、入学料又は授業料免除申請及び免除結果に係る個人情報を利用することがありますので、予めご了承願
います。

注２）

④の区分により申請する方は、授業料免除の申請内容及び選考結果を基に選考を行います。その結果、貸与不許可となった場合は、残りの貸与費用（8か月分の
予定（33,440円））も自己負担となることをご了解の上で申請願います。

注３）

申請において虚偽記載及び偽造等が判明した場合は、貸与許可は取り消され、その間の貸与費用を支払っていただきます。

貸与申請の手続き
１．経済的理由（①〜④）により、ノートパソコンの貸与を希望される場合は、次のとおり手続きを行ってください。
ア

提出書類

ａ ノートパソコン貸与申請書

イ

申請期日

令和３年３月１９日（金） 消印有効

ウ

貸与許可

①〜③の区分で申請された方で貸与が許可された方については、３月末日までに大学から「ノートパソコン貸与許可書」

ｂ 証明書類：上の表の申請区分に該当する証明書類をａに添付して郵送してください。

を送付します。④の区分で申請された方については、３月末日までに「ノートパソコン貸与許可書（仮）」を送付します。
エ

貸出方法

「ノートパソコン貸与許可書」又は「ノートパソコン貸与許可書（仮）」を【大阪大学生活協同組合】のＰＣサポート

デスクに提示して、貸出手続きを行ってください。「ノートパソコン貸与許可書（仮）」の方は、その際、4か月分（予定）の貸与
費用（16,720円（税込））をお支払い願います。

２．貸与申請書類の送付・問い合わせ先
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1 大阪大学 教育・学生支援部 教育企画課
TEL：06-6879-7104／7082

E-mail：gakusei-gakumu-zyoho@office.osaka-u.ac.jp

ノートパソコン貸与申請書の入手方法について
●大阪大学HPからダウンロードする
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/faculty/general/a
●ダウンロードできない場合は、問い合わせ先に次のとおり記載のうえ、メールでご連絡ください。
・メールタイトル：ノートパソコン貸与申請書希望
・メール本文：受験番号、氏名、受取方法（メールでの返信又は郵送）
メール受信後、ノートパソコン貸与申請書をメール又は郵送で送付します。

ー パソコンサポートについて ー
(大阪大学生協)
学内システム活用準備パック
どなたでもお申込みいただけます｡
対面及びオンラインでのサポートを受けられます｡
年間3,500円(税込)
・セキュリティ設定確認
・大阪大学キャンパスネットワーク(ODINS)接続
・メディア授業ツールの機能案内
・Zoomを利用した事前模擬授業体験
・学内システムの機能案内
・OUMail (学生向け電子メールサービス) 初期設定
・Microsoft Office 導入
※生協案内のパソコンには同サポートが無料付帯しています｡
※感染症対策としてオンラインで各種相談受付や案内をご覧いただける体制を予定しています｡
詳しくは大阪大学生協のWebページ､およびお申込者様向けにお送りするご案内をご覧ください｡

学内システム活用準備パックや生協案内パソコンについて詳しくは、
下記URL､または2次元コードよりご確認ください｡

大阪大学生活協同組合 ┃ 新入生・受験生応援サイト
https://osaka-univ.coop/welcome/entrance/entrance_45.html

対面でのサポートは 豊中キャンパス内 生協ＰＣサポートカウンター で行っています｡

PCサポートカウンター (平日10:00〜17:00)

