推奨PCスペック

学科別一覧表
2022年3月1日時点

学科名

要件

その他

形状：ハードウエアキーボード(着脱式のキーボードも可)を備え その他：内蔵カメラ、内蔵マイク、内蔵スピ
るノートパソコン
ーカー
OS：最新のWindows OS (Windows 10 Home 又は Pro) あるいはMac ソフトウェア：ソフトウェア：Officeソフト
OS 10
「Microsoft 365 Education」および、セキ
CPU：Intel Core i5（第6世代）と同等以上
ュリティ対策ソフト（Windowsのみ）は無料
メモリ：8GB以上
で利用可能であるため、個人で購入しなくて
海洋生物 記憶装置（ストレージ）：256GB以上のSSDまたはHDD
もよい。ただし、これらのソフトウェアの使
資源学科 ディスプレイ：12インチ以上
用は本学在籍中のみに限られることに注意す
インターフェース：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタも ること。
可); USB2.0以上;イヤホンとマイクが利用できること(USBや
Bluetooth接続も可);
通信機能：無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠）；必須では無い
が有線LANポートを備えることが望ましい(USB-LANアダプタも可）
バッテリー：駆動時間7時間以上
形式：ハードウエアキーボード（着脱式のキーボードも可）を備 その他：内蔵カメラ、内蔵マイク、内蔵スピ
えるノートパソコン
ーカー
OS：最新のWindows OS、Mac OS（Macの場合は自力でトラブル対応
できること）
ソフトウェア：Officeソフト「Microsoft
CPU：Intel Core i5（第6世代）と同等以上
365 Education」および、セキュリティ対策
食品生産 メモリ：8GB 以上
ソフト（Windowsのみ）は無料で利用可能で
記憶装置（ストレージ）：256GB以上のSSDまたはHDD
あるため、個人で購入しなくてもよい。ただ
科学科
ディスプレイ：12インチ以上
し、これらのソフトウェアの使用は本学在籍
インターフェース：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタも 中のみに限られることに注意すること。
可)
通信機能（無線LAN：IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）
バッテリー：駆動時間7時間以上
形式：ハードウエアキーボード（着脱式のキーボードも可）を備える その他
ノートパソコン
内蔵カメラ；内蔵マイク；内蔵スピーカー；持
OS：最新のWindows OS、Mac OS（Macの場合は自力でトラブル対応で ち運びとなるため、軽量・薄型を推奨する。光
きること）
学式ドライブ内蔵型は重くなるので、必要なら
CPU：Intel Core i5（第6世代以降）あるいはIntel Core i3（第8世 ば外付けを推奨する；ヘッドセットやマイク付
代以降）と同等以上（いずれの場合も、クアッドコア（4コア）以上 きのイヤホンを準備しておくことが望ましい。
を推奨）
メモリ：8GB以上
ソフトウェア：Officeソフト「Microsoft 365
海洋政策 記憶装置（ストレージ）：128GB以上のSSDまたはHDD（ファイルの読 Education」および、セキュリティ対策ソフト
（Windowsのみ）は無料で利用可能であるた
文化学科 み書き早く，耐衝撃性に優れるSSDを推奨）
ディスプレイ：12インチ以上
め、個人で購入しなくてもよい。ただし、これ
インターフェース：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタも
らのソフトウェアの使用は本学在籍中のみに限
可)；USB2.0以上；イヤホンとマイクが利用できること（USBや
られることに注意すること。
Bluetooth接続対応でも可）
通信機能：無線LAN：IEEE 802.11 ac以降の規格に準拠；必須では無
いが有線LANポートを備えることが望ましい（USB-LANアダプタ対応で
も可）
バッテリー：駆動時間7時間以上
形式：ハードウエアキーボード（着脱式のキーボードも可）を備 その他
えるノートパソコン
キーボード、マウスを利⽤できること。
内蔵カメラ、内臓マイク、内臓スピーカーを
有していること。これらが搭載されていない
場合は、外付けのカメラ、マイク、スピーカ
ーを用意すること。
オペレーティングシステム（OS）：Windows 10 Home または
無線LANが利用できること。
Professional以上を推奨
USB端子を2つ以上利用可能なこと。USB 3.0
プロセッサ（CPU）：Intel or AMD x86-64の1.8 GHz以上のプロセ 端子を推奨。
ッサ。クアッドコア（4コア）以上を推奨
VGAまたはHDMI端子をもつ外部機器に映像出
メモリ（RAM）：4GB以上のRAM。8GBのRAMを推奨
海事シス 記憶装置（ストレージ）128GB以上のSSDまたはHDD。256GB以上の 力が可能なこと。HDMI端⼦を推奨。
光学ドライブ（CD、DVD、BD ドライブ）は授
テム工学 SSD（ソリッドステートドライブ）)を推奨
科
ビデオカード：720p(720x1280)以上のディスプレイ解像度をサポ 業の実施上は搭載していなくてもよい。
ートするビデオカード。OpenGL 3.3に対応する1GB以上のGPUメモ Officeソフト「Microsoft 365 Education」
および、セキュリティ対策ソフト（Windows
リを搭載したビデオカードを推奨
のみ）は無料で利用可能であるため、個人で
ディスプレイ：12インチ（254mm x 169mm）以上
インターフェース：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタも可) 購入しなくてもよい。ただし、これらのソフ
トウェアの使用は本学在籍中のみに限られる
通信機能：無線LAN（IEEE 802.11 ac以降の規格に準拠）
ことに注意すること。
バッテリー：駆動時間7時間以上
PCスペック（Windows PCの場合）
（※Max OSについては「その他」欄に記載）

※Windows PC、Macのどちらを選んでもよ
い。Windows PCを推奨。
※Macを選ぶ場合は本項に書かれたスペック
を参考に同等以上のスペックとすること。
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形式：ハードウエアキーボード（着脱式のキーボードも可）を備 その他：内蔵カメラ、内蔵マイク、内蔵スピ
えるノートパソコン
ーカー
OS：Windows 11 HomeまたはPro、自力でトラブル対応できる場合
はWindows 10、Macでも可
ソフトウェア：Officeソフト「Microsoft 365
CPU： Intel Core i5(第7世代)と同等以上
Education」および、セキュリティ対策ソフト
メモリ：8GB以上
（Windowsのみ）は無料で利用可能であるた
海洋電子 記憶装置（ストレージ）：256GB以上のSSD（HDDは起動が遅いので め、個人で購入しなくてもよい。ただし、これ
らのソフトウェアの使用は本学在籍中のみに限
機械工学 推奨しない）
ディスプレイ：13インチ以上(1600×1024相当以上の解像度が出る られることに注意すること。
科
こと。1920×1200相当以上の解像度を推奨。上記の解像度を満た
す場合は、ディスプレイのサイズは多少小さくなっても構わない)
インターフェース：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタ
も可)
通信機能（無線LAN：IEEE802.11a/g/n/ac準拠）
バッテリー：駆動時間7時間以上
形式：ハードウエアキーボード（着脱式のキーボードも可）を備 その他：内蔵カメラ、内蔵マイク、内蔵スピ
えるノートパソコン
ーカー
OS：最新のWindows OS、Mac OS（Macの場合は自力でトラブル対応
できること）
ソフトウェア：Officeソフト「Microsoft 365
CPU：Intel Core i5(第6世代)と同等以上
Education」および、セキュリティ対策ソフト
（Windowsのみ）は無料で利用可能であるた
流通情報 メモリ：8GB以上
記憶装置（ストレージ）：256GB以上のSSD（HDDは起動が遅いので め、個人で購入しなくてもよい。ただし、これ
工学科
推奨しない） ディスプレイ：13インチ以上
らのソフトウェアの使用は本学在籍中のみに限
インターフェース：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタ られることに注意すること。
も可)
通信機能：無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠）
バッテリー：駆動時間7時間以上
形状：ハードウエアキーボード（着脱式のキーボードも可）を備 ※MacOS：Mac上にWindows仮想環境を構築す
えるノートパソコン、持ち運びを考慮し軽いものを推奨
るなどを含め、自力でトラブル等に対応でき
・OS：Windows10 home もしくはWindows10 Pro以上(Windows11を る場合は可とする。
推奨) （※Macの場合は自力でトラブル対応できること）
・CPU： Intel Core i5(第6世代以降)あるいはIntel Core i3（第 その他
8世代以降）と同等以上（クアッドコア（4コア）以上を推奨）
内蔵カメラ；内蔵マイク；内蔵スピーカー；持
・メモリ：8GB以上
ち運びとなるため、軽量・薄型を推奨する。光
・記憶装置（ストレージ）：128G以上のSSDまたはHDD (SSD 256GB 学式ドライブ内蔵型は重くなるので、必要なら
以上を推奨)
ば外付けを推奨する；ヘッドセットやマイク付
きのイヤホンを準備しておくことが望ましい。
海洋環境 ・ディスプレイ：12インチ以上・1366x768ピクセル以上
・インターフェース：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタ
科学科
も可)；USB2.0以上；イヤホンとマイクが利用できること（USBや ソフトウェア：Officeソフト「Microsoft 365
Bluetooth接続対応でも可）
Education」および、セキュリティ対策ソフト
・ウェブカメラ（内蔵カメラを推奨、USB接続タイプも可）
（Windowsのみ）は無料で利用可能であるた
通信機能：無線LAN（IEEE 802.11 ac以降の規格に準拠。不可欠では め、個人で購入しなくてもよい。ただし、これ
ないが802.11ax対応であれば尚良い)； 必須では無いが有線LANポー らのソフトウェアの使用は本学在籍中のみに限
トを備えることが望ましい（USB-LANアダプタ対応でも可）
られることに注意すること。
・バッテリー：駆動時間7時間程度以上

形式：ハードウエアキーボード（着脱式のキーボードも可）を備える その他
ノートパソコン
内蔵カメラ；内蔵マイク；内蔵スピーカー；持
OS：最新のWindows OS、Mac OS（Macの場合は自力でトラブル対応で ち運びとなるため、軽量・薄型を推奨する。光
きること）
学式ドライブ内蔵型は重くなるので、必要なら
CPU：Intel Core i5(第6世代以降)あるいはIntel Core i3（第8世代 ば外付けを推奨する；ヘッドセットやマイク付
以降）と同等以上（いずれの場合も、クアッドコア（4コア）以上を きのイヤホンを準備しておくことが望ましい。
推奨）
メモリ：8GB以上
ソフトウェア：Officeソフト「Microsoft 365
海洋資源 記憶装置（ストレージ）：128GB以上のSSDまたはHDD（ファイルの読 Education」および、セキュリティ対策ソフト
エネルギ み書き早く，耐衝撃性に優れるSSDを推奨）
（Windowsのみ）は無料で利用可能であるた
ー学科
ディスプレイ：12インチ以上
め、個人で購入しなくてもよい。ただし、これ
インターフェス：D-sub15ピン(VGA)またはHDMI(変換アダプタも可)； らのソフトウェアの使用は本学在籍中のみに限
USB2.0以上；イヤホンとマイクが利用できること（USBやBluetooth接 られることに注意すること。
続対応でも可）
通信機能：無線LAN（IEEE 802.11 ac以降の規格に準拠）；必須では
無いが有線LANポートを備えることが望ましい（USB-LANアダプタ対応
でも可）
バッテリー：駆動時間7時間以上

