
◆ はじめに 

2014 年度から開始したパソコン必携制度は、ICT を活用したアクティブラーニングを行うための施

策の一つであり、授業の進度に応じて様々な学修体験を得ること、授業外においても授業中と同等な ICT

環境を利用できるようにすることを目的としています｡また、学生生活や就職活動を見据え、所有する機

器を使いこなす ICT スキル（生産性ツールの利活用、セキュリティ管理、さまざまなデバイスとの接続、

クラウドの利用等）の涵養もその目的としております｡  

新入生の皆様には、大学へノートパソコンを持参して、ノートパソコンを利活用した学修を行っていた

だきます。 

 

◆ 必携パソコンについて 

2022 年度必携パソコンの基本仕様（必要な機能・性能等）は次頁に示すとおりです。 

 ICT リテラシーの入門科目である「情報基礎」を始め、多くの授業は基本仕様を前提としています。大

学入学に際し、新規に購入される場合には、基本仕様と満たす機能・性能の機種の購入をお願いいたしま

す。なお、学部等によっては特記事項がありますのでご注意ください。 

 

https://www.nagasaki-u.ac.jp/nyugaku/index.html 

 

◆ 必携パソコンのセットアップについて 

必携パソコンのセットアップは、2022 年 2 月下旬に公開予定の「必携パソコンセットアップサイト」

の手順に従って各自行ってください。なお、販売店などにセットアップを依頼すると、入学後支障がでる

場合がありますので、必ず「必携パソコンセットアップサイト」の手順に従ってセットアップを行ってく

ださい。 

 

◆ ノートパソコンを購入(準備)できない方 

経済的理由により購入ができない方のために、ノートパソコンを大学より貸与します。貸与は、学費負

担者の収入が一定の基準を満たす方に対して行います。 

長崎大学公式ホームページの「教育・学生生活」ご覧ください。 

 

https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/campuslife/support/free/personalcomputer/index.html 

長崎大学への入学を希望される皆様へ 

パソコン必携制度のご案内 



◆ 2022 年度必携パソコン基本仕様 

OS 
Microsoft Windows 11 Pro (日本語版) 

※Windows 10搭載モデルの場合は、入学前までにWindows 11にアップデートしておくこと。 

CPU 
最低 Intel Core i3 (第8世代以降) または AMD Ryzen3 (2000シリーズ以降)相当 

推奨 Intel Core i5 (第8世代以降) または AMD Ryzen5 (2000シリーズ以降)相当 

メモリ 
最低 4GB以上 

推奨 8GB以上 

SSD 
最低 128GB以上 ※HDDは動作速度が遅いため極力避けること 

推奨 256GB以上 ※HDDは動作速度が遅いため極力避けること 

ビデオカード DirectX 12以上に対応していること 

ディスプレイ 10.5インチ以上、画素数1,536 x 1,024以上 

外部モニタ VGAおよびHDMI出力が可能なこと ※アダプタを利用してもよい 

カメラ・オーディオ等 

カメラを内蔵していること 

マイクを内蔵していること 

スピーカーを内蔵していること 

3.5mmヘッドフォンジャック(4極)を備えていること ※アダプタを利用してもよい 

無線LAN IEEE 802.11acに対応していること 

有線LAN ギガビット有線LANポートを備えていること ※アダプタを利用してもよい 

USBポート USB 3.0(Type A)を1ポート以上備えていること ※アダプタを利用してもよい 

オフィススイート 

Office無しモデルを強く推奨 

※本学より在学期間中無償提供するMicrosoft 365 Apps for Enterpriseを用いて最新の

Microsoft Officeをインストール可能 

※プリインストールモデルを購入した場合、ライセンスキーを保存したうえでアンインストールを

行い、本学が提供するMicrosoft 365 Apps for Enterpriseをインストールすること 

セキュリティ対策 

ソフトウェア 

Windows 11標準のMicrosoft Defenderを推奨 

※特に必要がない限り、他のセキュリティソフトウェアをインストールしないこと 

その他 

※TPM2.0に対応していること 

※タッチ式ディスプレイを推奨 

※ペン入力対応を推奨 

※ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンを推奨 

学部等の特記事項 

◎教育学部 

・本体にVGA出力またはHDMI出力がない機種は必ずアダプタを用意すること 

◎経済学部 

・本体にVGA出力またはHDMI出力がない機種は必ずアダプタを用意すること 

・CD/DVDドライブ(外付け可)があることが望ましい 

◎医学部医学科 

・CPUはIntel Core i5相当以上であること 

・メモリは8GB以上であること 

・ディスプレイは13インチ以上であること 

・イヤホンジャック/マイクジャックを備えていること 

・USBポートが2つ以上あること 

・本体にVGA出力またはHDMI出力がない機種は必ずアダプタを用意すること 

 



ノートパソコン必携化に関する問い合わせ窓口 

長崎大学 ICT 基盤センター・情報企画課 

TEL：095-819-2022 E-MAIL：pcsupport@ml.nagasaki-u.ac.jp 

学部別の特記事項 

◎医学部保健学科 

・本体にVGA出力またはHDMI出力がない機種は極力アダプタを用意すること 

・オンライン講義に対応できるように、映像ならびに音声の出入力ができるデバイス（カメラ・マ

イク・イヤホンもしくはスピーカー等）を用意すること 

◎薬学部 

・本体にVGA出力またはHDMI出力がない機種は必ずアダプタを用意すること 

◎工学部工学科電気電子工学コース 

・CPUはIntel Core i3以上であること(AMD不可) 

・メモリは8GB以上であること 

・SSDは256GB以上であること 

・4年間動産保証が付属していること(長崎大学生活協同組合長崎大学仕様モデルが望ましい) 

◎工学部工学科構造工学コース 

・ペン入力に対応していること（デジタイザ方式推奨） 

・マウスが付属すること 

◎工学部工学科社会環境デザイン工学コース 

・メモリは8GB以上であること 

◎情報データ科学部 

・CPUはIntel Core i5(第8世代以降)またはAMD Ryzen5(2000シリーズ以降)相当であること 

・メモリは8GB以上であること 

・SSDは256GB以上であること 

・本体にギガビット有線LANポートがない機種は必ずアダプタを用意すること 

 

 



2022年度必携パソコンQ&A 

 

Q1.  既にノートパソコンを保有していますが、新たに購入する必要があるでしょうか？ 

A1. 長崎大学では、入学を機に新たにパソコンを購入される方向けに、必携パソコン基本仕様を公開してお

ります。お持ちのパソコンがこの基本仕様と大きくかけはなれていなければ、新たにご購入いただく必

要はありません。バッテリーが十分持つこと(大学で充電が不要なこと)、Windows 11 および最新の

Office が問題なく動作すること、などを目安とするとよいでしょう。また、HDD モデルは起動に非常

に時間がかかり授業開始の際などに支障がでる恐れがありますのでお薦めいたしません。 

 参考：必携パソコン基本仕様 

  ⇒ http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/service/essential_pc/variety_purchase.html 

 

Q2. 保有している/購入を予定しているノートパソコンが Windows 11 Pro ではないのですが、Windows 

11 Pro を新たに購入する必要がありますか？ 

A2. 長崎大学では、マイクロソフト社と包括ライセンス契約を結んでおり、その契約の特典として、本学に

在籍する学生は無償で最新の Windows 11 Education と Office が利用できます。入学後、必要に応

じて Windows のアップグレードを行ってください。ただし、OS が Windows 11 (S モード)の場合

は、授業や説明会等で支障がでる恐れがありますので、入学前に各自で S モードの解除をお願いいたし

ます。 

 

Q3. Windows が付属しないパソコンを購入しても大丈夫ですか？ 

A3. いいえ。長崎大学が、マイクロソフト社と包括ライセンス契約の特典として提供する Windows はアッ

プグレード用のライセンスとなりますので、Windows が付属しないパソコンへはインストールできま

せん。 

 

Q4. Microsoft Office がプリインストールされたパソコンを購入しても大丈夫ですか？ 

A4. プリインストールされた Microsoft Office がストアアプリ版の場合、デスクトップアプリ版と比べて

機能に制限があり、授業等で支障がでる恐れがあるため、長崎大学では Office なしモデルを推奨してい

ます。長崎大学では、マイクロソフト社と包括ライセンス契約を結んでおり、その契約の特典として、

本学に在籍する学生は無償で最新の Office が利用できます。プリインストールモデルについては、イン

ストールされた Office をアンインストールし、本学が提供する Office の再インストールを薦めていま

す。 

 

Q5. 基本仕様のその他に「タッチ式ディスプレイを推奨」とありますが、タッチ式ディスプレイでないパソ

コンでも大丈夫でしょうか？ 

A5.  基本仕様では、授業で配付されるファイルの閲覧やウェブサイトで情報収集する際の操作性(スクロー

ル、拡大縮小)等を考慮して推奨としています。あくまでも推奨ですので、タッチ式ディスプレイでなく

とも構いませんが、ディスプレイの方式は後から変更できない場合がほとんどですので、迷った場合は



タッチ式ディスプレイをお薦めします。 

 

Q6. 基本仕様のその他に「ペン入力対応を推奨」とありますが、ペン入力に対応しないパソコンでも大丈夫

でしょうか？ 

A6. 長崎大学では、多くの授業で「主体的学習促進支援システム LACS」というシステムを用いて、デジタ

ルデータ(PDF 形式等)で授業資料の配付が行われています。LACS で授業資料を配付する授業では、印

刷された資料が配付されないことが多いですので、授業中に授業資料に書き込む必要がある場合には、

事前に資料を印刷して持参するか、なんらかの方法(ペン等)で直接デジタルデータに書き込む必要があ

ります。基本仕様では、このような使い方を考慮してペン入力対応を推奨としています。ペンは専用タ

イプが最も使い勝手がよいですが、タッチ式のディスプレイであれば、タブレット用の汎用ペンでも代

用できます。 

 

Q7. 必携パソコンとして Microsoft 社の Surface Pro X を購入しても大丈夫ですか？  

A7. Microsoft 社の Surface Pro X は ARM 版 Windows 10 が搭載されており、一部機能が使用できな

い、動作しないドライバーがある、動作しないまたは動作が遅くなるアプリがあるなどの制限があるた

め(2020 年 10 月現在)、必携パソコンとしてはお薦めできません。 

  ⇒ https://docs.microsoft.com/ja-jp/surface/surface-pro-arm-app-performance 

 

Q8. 必携パソコンとして Apple 社の MacBook を持ってきてもよいでしょうか？ 

A8. Apple 社のパソコンの標準 OS は Windows ではありませんので、長崎大学の基本仕様を満たしており

ません。長崎大学には、Windows でしか動作しない学習システムがあるため、そのままでは学習に支

障が生じます。どうしても Apple 社の MacBook を利用したい場合は、Intel 製の CPU を搭載した

MacBook を準備し、Apple 社が提供する Boot Camp という仕組みを用いて、MacBook に Windows

をインストールしてください。Boot Camp で必要となる Windows のライセンスは各自購入してくだ

さい。また、Boot Camp を利用して macOS と Windows を共存させる場合は、SSD 容量に余裕の

あるモデル(最低 256GB 以上、推奨 512GB 以上)を準備してください。

 

 

Q9. パソコンのセットアップは自分で済ませておく必要がありますか？ 

A9. はい。必携パソコンのセットアップは、長崎大学 ICT 基盤センターの Web サイトを参考にして 4 月 3

日(日)までに各自で済ませておいてください。必携パソコンセットアップサイトは、2 月末の公開を予

定しています。ICT 基盤センターの必携パソコンセットアップサイトは以下の通りです。 

  ⇒ http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/pcsetup/ 

jyoho
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ICT基盤センター電話：095-819-2222Mail：pcsupport@ml.nagasaki-u.ac.jp


