
大学生の専門分野に対応した電子辞書
を特別斡旋価格にてご案内いたします

福岡大学のみなさまへ

＜お問い合わせ先＞ 福岡大学第一売店
有朋会館特設会場及び「福岡大学教科書販売」（Webサイト）にて、4月3日（月）より
教科書と一緒に販売いたします（購入方法は教科書と同じです）

旧モデルを特別価格にて販売します！
カシオ大学生向け電子辞書 AZ-SX9800/SX9850

￥29,000 （税込）
★旧モデルのため在庫限りとなります



専門分野の知識を掘り下げ、教養を身につける大学生には、基礎を学ぶ高校時代とは異なる電子辞書が必要です。

そこで、大学生には大学生の電子辞書。もちろん、高校で慣れ親しんだ使いやすさも健在です。

大学生仕様だから、学習のクオリティが違う！

TOEFL®テスト対策に必要な単語や熟語を厳選して収
録。iBT・ITP両対応。
（TOEFL®テスト英単語3800[4訂版]：3,800項目 音声：単語・日本語訳各
3,800項/TOEFL®テスト英熟語700[4訂版]：700項目 音声：熟語・日本語
訳・例文各700項目収録）

TOEFL® iBTに対応。リーデ
ィング・リスニングなどの設問
パターン分析に基づき、セク
ションごとに適した攻略法で
スコアアップ。
（約150問収録）

TOEFL®リスニングを攻略！講
義聞き取り「レクチャー問題」を
徹底練習。第１部の模試で力
試し。第２部のレクチャー問題
60講義300問でリスニング力
を鍛える。TOEFL®対策に定
評のあるイフ外語学院編著。
（384問（模試84問＋リスニング･レクチ
ャー問題300問）音声：415項）

TOEFLで過去に出題され
た単語・イディオム・慣用表
現の中から頻度の高い
7 0 0 語を厳選。また、
TOEFLでよく取り扱われる
学術分野やトピック７つに
関する知識を語彙とともに
身につけることができます。
（単語・熟語700語/トピック７分野）

人気企業の一般常識問題
を分析し、一問一答形式
に。一般企業対応、マスコ
ミ対応、最新時事問題、業
界別問題の4章構成。
（約5,400問収録）

経済・時事用語を収録した、
経済・ビジネス用語辞典「経
済・ビジネス基本用語4000
語辞典と、各分野の専門用
語を収録した辞典で経済・ビ
ジネス、専門分野の知識を
深めることができます。
（約4,000語収録）

TOEFL®TEST
はじめての徹底攻略！
〈三修社〉

TOEIC® Listening & Reading 
T e s t の 開 発 機 関である
Educational Testing Service
（ETS）が、実際のテストと同じプ
ロセスで制作した問題を収録し
たTOEIC®公式教材シリーズ。
※マークシートほか、一部のページは除く。
（サンプル問題29問、練習テスト2回分
(400問)）

TOEIC®テストの Part 3、
4、6、7の新形式問題にフ
ォーカスした、ドリル形式の
問題集。新傾向を深く分析
して練り上げた 321問（本
番形式問題249問＋トレー
ニング問題72問）を収録し
ています。
（練習問題321問）

TOEIC®テスト公式問題集
新形式問題対応編
〈一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会〉

TOEIC®テスト新形式問題
やり込みドリル
〈アルク〉

TOEIC®で500点を超えたい、特にリスニング/リーディング
を強化したいという人のための1冊。1日1Unit、全15日間
で攻略。問題は頻出の15のテーマ別に構成。出題傾向を
掴み、「必勝！30のルール」で迷わず解答できるようになる。
※一部の図表は除く。
（TOEIC®15日で500点突破リスニング攻略：201問（必勝!30のルール例題 
21問+リスニングセクション問題 180問）、図版約40点、音声約250項目
/TOEIC®15日で500点突破リーディング攻略：213問（必勝!30のルール例
題 18問+リーディングセクション問題 195問）

TOEIC®15日で500点突破
リスニング攻略/リーディング攻略
〈三修社〉

2016年5月導入の新出題形式に
対応した、本物そっくりの模試3セッ
ト・600問。初心者から上級者まで
疑問を残さない丁寧な解説と翻訳・
語注、さらにテスト対策法やテクニ
ック満載のコラム付きで、TOEIC®
スコアアップを後押しします。
※一部の図表、付録は除く。
（TOEIC® L&Rテスト 模試3セット（600問））

TOEIC®L&Rテスト 
至高の模試600問
〈アルク〉

TOEFL® TEST
模試&レクチャー問題300問
〈三修社〉

TOEFL®テスト
パーフェクトボキャブラリー
〈旺文社〉

TOEFL®テスト英単語3800［4訂版］
TOEFL®テスト英熟語700［4訂版］
〈旺文社〉

ダントツ 一般常識+時事 
一問一答問題集
〈ナツメ社〉

就職試験に挑まれる学生
のために、１冊でテストセン
ター＆筆記のＳＰＩに合格す
ることを目的として企画・制
作された問題集。
（約970問収録）

ダントツSPI 
一問一答問題集
〈ナツメ社〉

出題内容や傾向を徹底的
に調査し、学習効果がアッ
プする、使いやすく見やす
い問題集。
 (約340問収録)

史上最強 
SPI&テストセンター
超実戦問題集〈ナツメ社〉

日経ビジネス 
経済･経営用語辞典
〈日経BP社〉

経済・ビジネス基本用語
4000語辞典
〈日本経済新聞出版社〉

ビジネスの第一線で活躍する
プロフェッショナルが、現場で
役に立つという視点から収録
用語を厳選。経済学、経営、
金融、会計、法務の5分野に
わたる最新キーワード1,600
語をわかりやすく解説。
（収録数：約1,600語/図版約100点）

［TOEIC®/TOEFL®英語力アップ］ 試験対策・語学学習に ［就 職］準備から実践まで。就職活動に役立つ

TOEFL® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

ETS, the ETS logo and TOEIC® are registered trademarks of Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, USA, and used in Japan under license.

本書は、法律にそれほど詳しくない
人や勉強をはじめたばかりの人にも
使っていただけるように、わかりやす
く解説することを心掛けました。難解
な法律用語を、正確さを失わずに、
日常用語でやさしく解説しています。
（収録数：約4,800語収録）
※本書の内容は、2012年4月1日現在の
法令にもとづいています。

すぐに使える
基本法律用語辞典
〈三修社〉

※コンテンツは変更になる場合がございます。

基本語や生活語はもちろん、口語・俗語か
ら多様な分野の専門語まで28万項目を収
録し、それぞれに的確な訳語と簡潔な説明
を付した、英語を読むために必要な情報を
凝縮した辞典です。
※表・付録は除く。
（約280,000語収録）

リーダーズ英和辞典 第3版
〈研究社〉

語義や用例はもちろんのこと、発音、語
源、語法など様々な情報を充実させた。実
務家・専門家から学生まで、幅広い要求に
応えます。
（約260,000項目[見出し語・複合語・成句を含む]/約
580図収録）

新英和大辞典 第六版
〈研究社〉

科学・技術の基礎をなす物理学と化学を
中心に、関連のある宇宙科学（天文学を
含む）、生命科学、地球科学、情報科学な
ど諸分野にわたって、基本語、専門語、学
界慣用の用語など約40,000語を収録し
た英和辞典。
（約40,000語/図版約180点収録）

理化学英和辞典
 〈研究社〉

物理学と化学を中心に地球科学・情報科
学・生物学・薬学・工学まで、幅広い分野を
カバーする理工系辞典の決定版。理工系
の学生・研究者・技術者・教員に必携。
※一部写真・図版・付録は除く
（約22,000項目（解説文付き約12,000項目、参照項目
約10,000項目）　図・表約2,000点）

岩波 理化学辞典 第5版
〈岩波書店〉

AZ-SX9800のみ AZ-SX9850のみ AZ-SX9850のみ

IT関連用語・新語・新略語・生活語彙など
を多数収録。書籍収録の例文に約5.8万
例文を追加して、約13.8万例文を収録。
※写真・図・表・付録は除く。
（約255,000語収録）

ジーニアス英和大辞典
〈大修館書店〉

手紙・論文・翻訳など、自然な英文を書くた
めの約38万用例を日本語訳付きで収録。
コロケーションが豊富な用例からスムーズ
に調べられます。
（約380,000用例収録）

新編 英和活用大辞典
〈研究社〉

専門性が高く英語を深く学ぶ方や実務者向けのコンテンツから普段使いに最適の基本辞書、調べ物に便利な百科事典まで、様々な場面で使えるコンテンツを収録しています。

専門分野の学習にも対応するコンテンツ

AZ-SX9800／AZ-SX9850（電子辞書本体）の仕様　●大きさ：幅157.5×奥行101×高さ18.4mm●質量：約290g（電池込み）●電源：単3形アルカリ乾電池2本、または単3形eneloop/単3形充電式EVOLTA2本、別売USB-ACアダプター（AD-XA02）
●付属品：タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本
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