
令和 3年 3月吉日 

 

日本大学工学部入学者・ご父母の皆様へ 

 

 

 

日本大学工学部長 根本 修克 

 

 

ノートパソコン準備のお願い 

 

 

合格おめでとうございます。 

 日本大学工学部において，皆さんが授業を受ける教室棟は，全室からネットワーク

アクセスが可能であり，ネットワーク環境を利用した学習やキャンパスライフに役立

つ種々の情報を入手できる先進的なシステム基盤が完備されております。 

さらに本学部では，“一人一台ノートパソコンの携帯”を推進しており，ノート  

パソコンを用いた全学科でのコンピュータリテラシー授業，ネットワークを利用した

授業支援（資料の配布，小テスト，レポート提出等），履修登録，就職活動に有意義

な情報の提供等，ソフト面の充実についても積極的に取り組んでおります。ご入学さ

れる皆さんがこのような環境においてノートパソコンを有効に活用することにより，

将来，「情報リテラシーに長けた人材」として活躍されることを期待しております。 

つきましては，ご入学にあたり本学部の教育方針をご理解いただき，ノートパソコ

ンをご準備くださいますようお願いいたします。 

 

 ノートパソコンをご準備いただくにあたり，本学部として推奨スペックをご案内い

たします。この推奨スペックは，ノートパソコンを上述のような様々な用途に使える

よう選定しています。詳細については，【別紙１】令和 3年度日本大学工学部推奨ス

ペックをご覧ください。 

 

 また，推奨スペックに対応し，サポート体制の充実した機種をリーズナブルな価格

で提供する郡山市内のパソコン販売会社をご案内いたします。ご希望の方は【別紙２】

令和 3年度日本大学工学部推奨スペック対応機種をご覧いただき，直接販売会社にお

問合せください。（パソコン販売会社からの購入を強制するものではありません） 

 ご入学に際して，家計への負担は相当なものと拝察いたしますが，ご配慮いただき

たく，よろしくお願いいたします。 

 

以  上 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

日本大学工学部  情報技術センター（IT センター） 

TEL  ０２４－９５６－８８７４ 



   

パソコンの準備に関するフローチャート 

現在，既にパソコンを所有している 

所有パソコンは [別紙１] の 

「既所有者の PC 仕様」を満たしている 

現在所有しているパソコンを 

入学後もご使用することができます 

１ [別紙１] の「新規購入者の PC 仕様」を満たすパソコンを新規に 

ご準備ください 

２ 推奨スペック対応機種の一例を [別紙２] にご案内いたします 

    (購入希望の方は，直接販売会社にご連絡ください) 

 はい 

 はい 

 いいえ 

 いいえ 



【別紙 1】 
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令和３年度 日本大学工学部 推奨スペック 

 

ノート型 

パソコン 

パソコンは，大学・ご自宅のいずれにおいても使用します。 

持ち運びする機会が多くなりますので，デスクトップ型パソコンではなく，軽量なノート

型パソコンを用意してください。 

Windows 

OS 

多くの授業では，Windows OS 上で動作するアプリケーションソフトウェアを使用します。

また，学内には，Windows OS 以外では，動作しない設備（プリンタ等）があるため， 

Mac OS等，他の OS では，授業等に支障が生じます。 

推奨 

スペック 

工学部では，授業や各種研究・解析などにパソコンを使用します。そのため，一定以上の

性能を有するパソコンが必要になります。推奨スペックに満たないパソコンや，ネットブ

ック等では，性能不足等により，適切にソフトウェアを実行できない場合があります。 

ソフトウェア 

Microsoft Office，ウィルス対策ソフトなど，必要となるソフトウェアについては，本学

がメーカーと包括契約を結んでおり，在学期間中は，無償で使用することができます。 

また，授業で使用するソフトウェアを個人で購入する必要はありません。 

 新規購入者の PC仕様 既所有者の PC仕様 

OS  
Windows 10 の各エディション 

(ただし，Windows 10 Cloud を除く（*1）) 

Windows 10 以降 

(Windows 10 Cloud を除く（*1）) 

CPU (*2) 64 ビットプロセッサ 

クロック周波数 2GHz 以上， 

（インテル Core i5 以上， 

または同程度の性能を有する CPU） 

64 ビットプロセッサ 

クロック周波数 1.2GHz 以上， 

（インテル Core i3 以上， 

または同程度の性能を有する CPU） 

メモリ容量(*3) 8GB 以上 8GB 以上 

ディスク容量 500GB 以上 

（SSD の場合は，256GB 以上） 

128GB 以上 

光学ドライブ Blu-ray またはＤＶＤスーパーマルチ 

ドライブ（内蔵・外付は不問） 

DVD 等を読めること（内蔵・外付は不問） 

無線 LAN (*4) IEEE802.11ｇ 接続が可能であること 

（内蔵） 

IEEE 802.11ｇ 接続が可能であること 

（内蔵・外付は不問） 

有線 LAN 100BASE-TX 以上で接続可能なこと 

（内蔵） 

100BASE-TX 以上で接続可能なこと 

（内蔵・外付は不問） 

USB USB ポートを有すること USB ポートを有すること 

外部ディスプレイ端子 外部ディスプレイに D-Sub 15 ピン 

または HDMIで接続可能なこと 

外部ディスプレイに D-Sub 15 ピン 

または HDMIで接続可能なこと 

画面サイズ (*5) 13.3 インチ以上 12 インチ以上 

画面解像度 (*5) 1,920×1,080 ドット以上 1,024×768 ドット以上 

バッテリー駆動時間 (*6) 4 時間以上 2 時間以上 

筐体サイズ (*7) B5 サイズ以上 B5 サイズ以上 

重量 (*7) 2kg 程度 2kg 程度 

その他 LAN ケーブルを所有すること 

（カテゴリ 5e 以上，3ｍ以上） 

LAN ケーブルを所有すること 

（カテゴリ 5e 以上，3ｍ以上） 

 

 

 

[裏面に続く]⇒ 
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(*1)  Windows10 Cloud は，工学部ネットワーク及び各種アプリケーションを利用することができま

せん。OS のビット数は CAD（製図）ソフトウェアを使用する土木工学科・建築学科・機械工学

科は 64 ビット必須，電気電子工学科・生命応用化学科・情報工学科は 32 ビットまたは 64 ビッ

トのどちらでも構いません。工学部として Windows10 の各エディション(Windows10 Cloud を除

く)を推奨いたします。 

(*2) インテル Celeron，Atom では，CPU 能力の不足により，工学部で使用するソフトウェアを適切

に実行できません。 

(*3) メモリ容量は 8GB 以上が望ましいですが，電気電子工学科・生命応用化学科・情報工学科は，4GB

以上を可とします。 

(*4) 学内の無線 LAN 環境は，IEEE802.11a/b/g/n が使用可能です。 

(*5) 工学部では，授業や各種設計・解析などにパソコンを使用します。これらのソフトウェアを効果

的に使用するためには，一定以上の画面サイズ・画面解像度を有することが望まれます。 

   ただし，生命応用化学科は，画面サイズが 11 インチ以上であれば，画面解像度の指定は特にあり

ません。 

(*6) 学内の各教室や各フロアには，電源コンセントが設置されておりますが，実験や演習など電源設

備がない場所では，短時間ですがバッテリー電源を必要とする場合があります。 

(*7) パソコンは，大学・ご自宅のいずれにおいても使用します。持ち運びにストレスのかからない程

度の重量であることが望まれます。 

 

 

在学中にノート PC の破損や故障などのトラブルが発生する可能性があるため，  

新規で購入される場合はメーカーまたは販売店の延長保証サービスなどに加入  

されることを推奨いたします。 

 

 

 

以 上 

ご不明な点につきましては， 

情報技術センター（℡ 024-956-8874）迄，お問い合わせください。 



【別紙 2】

富士通

UHシリーズ　キャンパスモデル

ＯＳ Windows® 10 Pro 64ビット

CPU
第11世代インテル® Core™プロセッサー
（Core™ i5-1135G7 プロセッサー相当）

メモリ 8GB

内蔵ストレージ SSD　約256GB

光学ドライブ 無し（DVD±R DL（2層）書き込み対応の外付けドライブを付属すること）

無線LAN IEEE 802.11a / b / g / n / ac 準拠

有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠

USB
Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）Type-C

（USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応）×2（左側面）
USB3.2（Gen1）Type-A×2（左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1）

外部ディスプレイ端子 HDMI出力端子（D-Sub変換コネクタを付属すること）

画面サイズ 13.3型ワイド

画面解像度 1,920×1,080ドット　1,677 万色

バッテリー駆動時間 約22.5時間（大容量バッテリ搭載）

筐体サイズ
(表記：W×D×H)

307×197×15.5mm

質量 約　857グラム

その他・付属品
レーザーマウス，ＬＡＮケーブル，衝撃吸収インナーバック，ヘッドセット，

HDMI<=>D-Sub変換コネクタ，外付けDVDドライブ， 画像編集ソフト

4年間特別サポート(水濡れ，落下，盗難補償有り)

平均３営業日修理返却対応

販売取り扱い会社 株式会社　エフコム

令和３年度 日本大学工学部推奨スペック対応機種

サポート要件





※メーカー標準の保証書対応（無償修理期間1年）となります。

★添付品★
HDMIケーブル（1.5m、HDMI-HDMI（ミニ））
USBケーブル（1.5ｍ、C-C USB3.2 Gen1）、ACアダプター（PSE適合品）
キャリングケース

税
込

販売
価格

メーカー直販価格 36,080円（税込）

広視野角ADSパネル採用 15.6型フルHD対応
モバイルディスプレイ
LCD-CF161XDB-M

ノートパソコンをより便利に有効活用いただける商品をピックアップいたしましたので、ぜひご検討ください。

メーカーホームページから、便利なオートバックアップソフト
「 Sync Connect 」が無料でダウンロードできます。

USB 3.2 Gen 1（USB 3.0）／2.0対応
ポータブルハードディスク
HDPH-UT2DWR

「カクうす Lite」

【ご注意事項】

上記商品2点は、工学部推奨スペック対応ノートパソコンをご購入のお客様限定のご案内とさせていただきます。当商品のみのご購入はできませんのでご了承ください。

※メーカー標準の保証書対応（無償修理期間1年）となります。

★★添付品★
USB3.0ケーブル（A-MicroBタイプ／30cm）

税
込

販売
価格

メーカー直販価格 13,178円（税込）

論文や研究データなど大切なデータは、ご自身でバックアップすることをお勧めします！
パソコンは、4年間保証で修理できても、大切なデータは復旧が大変困難です！

遠隔授業、Webミーティング、プレゼンテーション、ディスカッションなどに幅広く活用できます。

お問合わせ先
株式会エフコム『日本大学工学部学生用推奨PC係』
〒963-8790 福島県郡山市堤下町13-8 ｴﾃﾞｨｿﾝｴﾌｺﾑﾋﾞﾙ

TEL：024-941-8444（専用ダイヤル）
受付時間：平日9：00～17：30 ※土日及び祝祭日を除く

※その他、ご不安やご不明点がございまし
たら下記の窓口まで、お気軽にご連絡くだ
さい。

※在庫限りの商品につき先着順とさせていただきますので、ご注文をお受け出来ない場合がございます。
ご了承ください。
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