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企画内容

今年の4月、新型コロナウイルスで大学に来ることができなかった新入生に
向けて、阪大GI公式Twitter上で「新入生お役立ち情報」を発信しました。そ
の一つとして、「阪大キャンパスツアー動画」を公開しました。一年生が使
う豊中キャンパスの正門から食堂やよく使う教室までを、ツアー形式で紹介
したものです。

この企画は、新型コロナウイルスの影響で対
面での新歓企画が軒並み中止となる中で、GIと
してできることを考えた結果生まれたものです。
別企画で使用した映像を再利用し制作したので
誰一人外出することなく完成させることができ
ました。日頃から多くの企画を行っている阪大
GIの強みを活かすことができたと思っています。

企画担当者からのコメント

取り組みの成果

公式ツイッター上で公開してからたくさんの
方に見ていただくことができ、現在1500回以上
も再生されています。阪大の入試担当者の方に
も評価していただき、この映像をオープンキャ
ンパス時にも公開させていただくことができま
した。コロナ禍の新入生のニーズに合った企画
だったと思います。

Twitterはこちら

目次（📌を押すと該当ページに飛びます）

２ページ 大阪大学生協：キャンパスツアー動画

📌３ページ 同志社生協京田辺：GI紹介ポスター
同志社生協今出川：オンライン食生活相談会後の発信
滋賀県立大学生協：新学期活動紹介動画

📌４ページ 京都教育大学生協：#京教一回生の時間割見せちゃいます
京都教育大学生協：ビビりマップの発信
京都教育大学生協：#OnigiriActionの発信

📌５ページ 京都工芸繊維大学生協：お祭りメニューをおうちでつくろう
京都工芸繊維大学生協：オンラインおしゃべり会の発信
奈良工業高等専門学校生協：購買と食堂のお知らせ

📌６ページ 滋賀大学彦根地区生協：アカウント再更新！
奈良女子大学生協：生協経営状況の発信
奈良女子大学生協：＃奈良女良品

📌７ページ 奈良女子大学生協：Onigiri Action！
奈良女子大学生協：エコプロジェクト
奈良女子大学生協：留学相談会

📌８ページ 奈良女子大学生協：＃さよならベジサンド
奈良女子大学生協：読書企画
奈良女子大学生協：春の自転車点検会

📌９ページ 奈良女子大学生協：継続的なリリパックの発信
京都経済短期大学生協：Instagramの開設

https://twitter.com/oucoop_gi/status/1249922297562951680?s=21
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企画内容

同志社生協京田辺キャンパス
GI紹介ポスターの発信

同志社生協京田辺キャンパス学生委員会では、新型
コロナウイルスの感染が拡大していた4月頃に、新入生
に向けて、学生委員会紹介ポスターをTwitterで発信し
ました。新入生のために今必要なものは何なのか、再
確認した上で作成しました。
普段はどのような活動をしているのか、学生委員会

のいいところなど、ポスターひとつで学生委員会がわ
かる内容になっています。これからの活動を一緒に頑
張る仲間に向けて発信できていてステキですね✨

Twitterはこちら

企画内容

同志社生協今出川キャンパス
オンライン食生活相談会後の

発信

同志社生協今出川キャンパス学生委員会では、
TwitterとInstagramでオンライン食生活相談会の参加
者アンケ―トで好評だった食品保存法と簡単レシピに
ついての投稿をしています！
企画を終えてからSNSで発信することで、参加して

いない人に企画内容が伝わるだけでなく、参加した人
にも改めて確認する機会になっています。
TwitterとInstagramのそれぞれの特徴に合わせて、よ
り多くの人に伝わる工夫ができている点もステキです
ね💬

Twitterはこちら
Instagramはこちら

企画内容

滋賀県立大学生協
新学期活動紹介動画

滋賀県立大学生協学生委員会（通称：とんがり）は新
入生サポートを一緒にしてくれる1回生を募集するため
に、一昨年までの新学期活動の内容を動画にまとめて
発信しました。1回生を募集する経緯としては、遠隔授
業で大学生活がスタートして不安なことが多かった1回
生だからこそ伝えられることがあると考えたそうです
保護者説明会、学科別交流会、下宿生交流会、前期入
試対応、オープンキャンパス、お悩み相談会の６つの
活動内容を写真とともに説明されていました。

Twitterはこちらから

https://twitter.com/D_GI_tanabe
https://twitter.com/D_GI_imade/status/1329300513049829376
https://instagram.com/imadegawa_gi?igshid=1bkbhm02elzyl
https://twitter.com/kenchanGI/status/1328282198378565633
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企画内容

京都教育大学生協
#京教一回生の時間割
見せちゃいます

企画内容

京都教育大学生協
ビビりマップの発信

京都教育大学生協学生委員会の Twitterおよび
Instagramでは、10月に行われた「#OnigiriAction」を
発信しました。消費者教育タスクチームに所属する学
生委員が、まずは学生委員会に広めて社会的課題を考
えるきっかけにしたい！という想いで実施しました。
部会中に学生委員メンバーで写真を撮り、SNSに掲載
しました。1人の学生委員が部内で想いを広げ、組合
員にまで広めた取り組みです◎

京都教育大学生協
#OnigiriActionの発信

企画内容

京都教育大学生協学生委員会の Twitterおよび
Instagramでは、対面での授業が開始した6月に合わせ
て大学周辺の危険な場所を掲載した「ビビりマップ」
やセルフ自転車点検のチェックリストを発信しました。
大学周辺のことをまだよく知らない新入生が多かった
り自転車の危ない運転が多いという現状から、運転マ
ナーを見直して安全に大学に通ってほしいという想い
で作成しました。その結果、大学側も懸念していた運
転マナーや事故の問題が減ってきているとの報告もあ
り、組合員の安全な大学生活につながっている取り組
みです◎

京都教育大学生協学生委員会のTwitterでは、4月に「#京
教一回生の時間割見せちゃいます」というハッシュタグを
使って上回生に向けて一回生の頃の時間割をツイートする
ことを呼びかけました。九州大学生協が発信していたもの
を京教大生協でも行い、新入生の不安を解消した事例です。
個人だけでなく、さまざまな部活やサークルがこのハッ
シュタグに参加していました。オンラインでも新入生の不
安に寄り添いたすけあうことのできる工夫です◎

↑上級生へのアンケートか
ら作成しました！

Twitter instagram

可愛いイラストで分かりやすく
自転車マナーを伝えました↓

Twitterはこちら

Twitterから写真を見てみてください📷↑

https://twitter.com/kyo02_pegasus
https://www.instagram.com/kyokyo.seikyo.pegasus/
https://twitter.com/kyo02_pegasus/status/1247732153955143680?s=20
https://twitter.com/kyo02_pegasus
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京都工芸繊維大学生協
お祭りメニューをおうちでつくろう

企画内容

京都工芸繊維大学生協
オンラインおしゃべり会の発信

京都工芸繊維大学生協学生委員会では、新入生勧誘のために10月にオ
ンラインで先輩と話せる「おしゃべり会」を開催しました！宣伝のた
め、特にTwitterに力を入れて発信していました💭

こまめな日程のリマインドを行ったり、参加する学生委員メンバーの
紹介を行いました！メンバーの写真と一緒に、あだ名、学年、課程
（学部）、趣味、ひとことを一緒にツイートしました。その結果、6名
の参加がありました。参加する新入生にとって、どんな先輩が参加す
るのかを知ることで学生委員会を身近に感じ、参加促進につながりま
すね！

京都工芸繊維大学生協学生委員会のB’eehiveという委局では、
例年お祭り企画を行っています。今年度は新型コロナウイルス
の影響で例年開催していたお祭り企画が実施できませんでした。
そこで、過去にお祭りで提供したメニューのレシピを公開しま
した！「幸辛祭」で出したキーマカレーや「ほんのり和風夏祭
り」で出した小籠包など、作ってみたくなるメニューが盛りだ
くさんです🍚

家にいる時間が長くなった中で楽しく自炊ができるような発信
です◎

Twitterはこちら

Twitterはこちら

企画内容

奈良工業高等専門学校生協
購買と食堂のお知らせ

奈良工業高等専門学校生協のTwitterでは購買や食堂
に関する情報をTwitterで発信しています。ハロウィン
の時期に合わせて購買と食堂を秋らしい装飾を行い、
写真とともにTwitterで発信しています。ほかにも新作
の飲料を入荷した際にパッケージと味の内容を紹介し
たり、丼ぶりとカレーの販売再開の情報をポスターと
ともに紹介しています。組合員の購買や食堂の利用を
促進するために様々な工夫がされています！

Twitterはこちらから

https://twitter.com/KIT_CoopGI
https://twitter.com/KIT_CoopGI
https://twitter.com/nnct_coop/status/1315517959025037313
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投稿内容

滋賀大学彦根地区生協
アカウント再更新！

企画内容

奈良女子大学生協
生協経営状況の発信

上記で取り上げた生協経営状況の発信に合わせて、店舗の魅力
を発信し、組合員の店舗利用の促進を目的に企画されたのがこの#
奈良女良品です。
この＃（ハッシュタグ）を付け、組合員からも投稿できるよう

にしているため組合員一人一人の口コミが一目でわかるように
なっています。
ツイッター上でもこのハッシュタグは広がっており、現在、公

開アカウントでは3名の組合員がこのハッシュタグに参加していま
す！

奈良女子大学生協
＃奈良女良品

企画内容

奈良女子大学生協学生委員会WINDYのアカウントでは生協経営
の現状を後期が始まってすぐに発信をしました！この投稿には44
件のいいね、14件のリツイートがありました。
学生委員会のSNSを通じて組合員に生協の現状を発信しているこ

とから、組合員同士で【ともに運営している】実感が広がっていき
ますね！

滋賀大学彦根地区生協のツイッターアカウントはこれま
で担当の職員さんの異動などで更新が止まっていましたが
10月7日に再始動しました！
新たな投稿を見ると、セールのお知らせや教科書購入の

お知らせだけではなく、「中の人」のおすすめの商品紹介
なども更新されています。
組合員からのいいねや引用リツイートなども多く再更新

から3か月でかなり親しまれているようです！

←この投稿に…

↓こんな引用リツ―トが！
Twitter🐤

Twitter🐤

Twitter🐤

https://twitter.com/ShigadaiSeikyoH?s=20
https://twitter.com/nwu_windy/status/1314502588973244418?s=20
https://twitter.com/nwu_windy/status/1315506238503882752?s=20
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企画内容

奈良女子大学生協
Onigiri Action！

企画内容

奈良女子大学生協
エコプロジェクト

奈良女子大学生協では毎年留学相談会を行っていました。しかし今
年度は新型コロナウイルスにより中断せざる負えなくなりましたが、
自分の将来のための留学をこのままあきらめてほしくない！という想
いで留学はできなくても、留学の準備はできる！ということで必要な
勉強や資格などの紹介を行っていました！
社会情勢と組合員の現状に合わせた発信で、組合員の頑張る！を応

援の想いがあふれた取り組みでした！

奈良女子大学生協
留学相談会

企画内容

奈良女子大学生協の昨年から取り組んでいるコンタクトケー
ス回収の様子のツイートと報告ツイートです。
奈良女子大学生協ではコンタクトケースの回収をアイシティ

と協同して行っていました。
合計3080個の空きケースを集め日本アイバンク教会に送り

ました！
組合員みんなで社会的課題に取り組んだ成果ですね！

奈良女子大学生協学生委員会のアカウントでは10月19日に
Onigiri Actionをツイッターで発信しました。
オンライン部会で専務と店長にも参加してもらいながら

WINDYメンバーのみんなで手でおにぎりポーズを作って撮影し
たものを投稿しています。
組合員に説明する投稿も行い、組合員の社会的関心を高める

とともにメンバーで楽しみながら学んでいるのも良いですね！

Twitter🐤

Twitter🐤 Twitter🐤

Twitter🐤

https://twitter.com/nwu_windy/status/1318065695851044865?s=20
https://twitter.com/nwu_windy/status/1278852850135654401?s=20
https://twitter.com/nwu_windy/status/1290997496143941632?s=20
https://twitter.com/nwu_windy/status/1272396920070103040?s=20
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投稿内容

奈良女子大学生協
＃さよならベジサンド

企画内容

毎年春と秋に実施している自転車点検会を今年度はオンラインで行い
ました！
組合員が自分でセルフチェックを行うことができるように「ぶたは

しゃべる」の愛称で点検のポイントを紹介していました！
オンラインで行うことになっても自転車で安全に通学しよう！という

想いは変わりません。
同じ投稿の中に学生生活110番の紹介も行い、多くの組合員にむけ安

心安全な生活の提案ができていました！

奈良女子大学生協
春の自転車点検会🚴

企画内容

奈良女子大学生協学生委員会WINDYでは、おうち時間にぴった
りの読書企画を発信しました！
自分いぴったりの本を探すチャートを作成し、ジャンルに分けて
WINDYおすすめの本を紹介しています！
またそのツイートのツリーでは大学生協の書籍注文サイトも紹介

しています！
オンライン授業が多くなる中、電子媒体ではなく、紙媒体に触れ

ましょう！という書籍のおすすめの仕方が組合員の現状にあってい
て良いですね！

奈良女子大学生協WINDYでは＃さよならベジサンドと題
し奈良女子大学生協の定番商品の販売中止をお知らせする
ツイートを投稿していました。
この発信ではベジサンドの歴史も併せて紹介をしていま

す。
組合員の声から作られたベジサンドの歴史がわかりやす

くまとまっています！
ベジサンドは今は復活してます！

Twitter🐤

Twitter🐤

Twitter🐤

奈良女子大学生協
読書企画！📚

https://twitter.com/nwu_windy/status/1283398286364168197?s=20
https://twitter.com/nwu_windy/status/1273587685433552897?s=20
https://twitter.com/nwu_windy/status/1277499394472861697?s=20
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投稿内容

奈良女子大学生協
継続的なリリパックの発信

企画内容

京都経済短期大学生協では今年、インスタグラムが開設されました！✨

これまで京都経済短期大学生協には学生理事の取り組みやパート職員さん
の店舗企画等様々な取り組みが多く存在していましたがその場その場で組合
員に広がりにくいという課題がありました。特に新型コロナウイルスによっ
て学内に入りにくくなっている点からSNSアカウントの活用を行うことにな
りました。
学生委員と理事の紹介や食堂企画、還元企画の発信もこのアカウントで

行っています。ぜひご覧ください★

リリパックの発信を今年度は二回おこないました！
5月には組合員にむけて動画でリリパックのはがし方を紹介
しています！動画を用いて紹介することで新入生の組合員
にも利用方法がわかりやすく発信されています！
10月の発信ではリリパックの回収にフォーカスが当てら

れており、集める事のメリットや、集まった後のことを紹
介しています。組合員の些細な行動が社会に影響している
ことが実感できるような発信を継続的に行えていますね！

Twitter🐤

Instagram📸

京都経済短期大学生協
Instagramの開設！

Twitter🐤

HPにもイ
ンスタグ
ラムのア
カウント
紹介が
行ってい
ます！☟

事例集を見ていただきありがとうございます！
活動を振り返るときやこれからの活動を考えるときに事例集を
使ってもらいたいと思い作成しました！今後、さらに事例集を
見やすいもの、利用しやすいものにしていきたいと思っていま
す。アンケートの回答にご協力をお願いします！

<アンケートはこちらから>
※2021年1月上旬にSNS編の完成版を発信します。

https://twitter.com/nwu_windy/status/1261116325046284288?s=20
https://www.instagram.com/keitan_seikyou/
https://twitter.com/nwu_windy/status/1321655752189095938?s=20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pmuBgKrkMkCXgNryBVYr6AtAtfv-wEhEktEMT6iLKOJUOEMyTU1ZVzdHV0ZSQVU0RVdaTDVNSkdOMC4u
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