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京滋・奈良エリアの大学生協の紹介ページです！

京滋・奈良エリアにはたくさんの生協があります。
大学や学生委員会の特徴、写真が載っており
お互いの雰囲気を知ることができるようになっています😊

エリアでつながることによって、学び合い・励まし合いだけでなく
みんなで支え合い、がんばっていきましょう！
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会員生協紹介



京都大学生協

自大学の特徴
文理それぞれの学部がある総合
大学で、京阪電車出町柳駅が最
寄！広大なキャンパスに学生が

集う大学です★

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

あらんじぇ
SillyFox
らいふすてーじ
の3つの学生委員会で
構成されています！

新学期事務局と総代活
動事務局はPJ制を取り、
活動を進めています！

生協店舗については、
お店を通して組合員交
流を作ろうと職員を中
心に様々な取り組みを
実施しています！

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

「事業を通じてコ
ミュニティを活性化
し組合員を元気づけ
よう！」という方針
の下、組合員参加型
の取り組みに力を入

れています！

情勢に合わせた取り
組みを通して、組合
員同士がつながる
きっかけを様々な場
面で、作ることがで

きています！
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学生事務局より
組合員同士のつながりを生協がどのように作っていけ
るか創意工夫を凝らしている大学生協です！（しげ）

職員自由記入欄
①福利厚生を担う責任
を果たす②元に戻れな
いほどの経営赤字には
しない③職員と組合員
の健康を確保するの3つ
の視点で取り組んでき

ました！

Twitter：@KUcoop_head
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写真

同志社生協（今出川）

自大学の特徴
同志社大学８学部。同志社女子大学２学部。
「八重の桜」の学校です🌸地下鉄烏丸線今出

川駅から直結です。京都御所が目の前！！

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
２年次生 41名
（うち今年度入会10名）
１年次生 47名

部会の時間
新型コロナウイルス感染症対策のため、
現在はオンラインで部会をしています。
木曜20:00～Zoom

部局制 or プロジェクト制
ルーム制
【常設】新学期総代会・共済・
食堂コンビニ・書籍旅行
【秋】京都散策・キャリアデザイン・
入学前パーティ・入学後新歓
【有志】Fanfun・広報・祭り

ぱぴぷPEC

生協店舗について
良心館食堂・ブック&ショップ・コン
ビニ・ベーカリー・複合センター（住
まい斡旋・組合員センター）等多数。
ブック＆ショップの大きさは全国生協
Top 10に入っています！！！

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！
通常入会時は2年次生対象外です。

が、昨年春学期全てオンライン授業
だったことを鑑み、今年度に限り2年
次生の入会を認めました。引退され
た３年次生の先輩を含めると約130人
と大所帯！！

同志社生協は同志社大学同志社女
子大学合同なので、同女の学生も多
数います。（副委員長同女です）

同志社生協の推しポイントは、各
店舗カラーとにかくが濃いことです。
春学期には同志社生協全食堂店長が
丼メニューを考案し「丼ワングラン
プリ」を実施。良心館トラベルセン
ターには時折「めんきょさん」が登
場します。
さらに、今年はEVE（学祭）実行委

員とベーカリーコラボ企画。留学生
課SIEDと食堂コラボ企画など、生協
学生委員会以外の団体とのコラボも
多数行われました。

左：良心館トラベルセンター「めんきょさん」
右：留学生課SIEDとのコラボ企画
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学生事務局より
今出川GIは各ルームの活動が活発なところが特徴です！職員
さんとの話し合いを通して取り組みを進めており、SNSをうま

く活用しているところがステキです🌼（えめ）

コロナ禍で制約のある
状態の中でも、いろい
ろな工夫をして取り組
みをしてもらってて、
とても感謝しています
遠慮せず職員に要望を
出してきてください！
一緒に頑張りましょう。

Twitter @D_GI_imade
Instagram @imadegawa_gi【公式】

＠fanfun_doshishagi【Fanfun】
@gi_travel2020【書籍旅行ルーム】

自由記入欄

今年は袴レンタルの
モデルもGI👀☆明徳館食堂は、

今年リニューアル♪
試食会参加の特権は
なんとGI＆総代のみ☻

総代会議長
なんと蝶ネク
タイは自前😲

しゃかすいメンバーが
推してくれました🍙
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写真

同志社大学京田辺
生協学生委員会

理工・生命医科・心理・GC・
文情・スポ健、学生数約9000
人、京都府京田辺市、総面積
79万平方メートル（なんとバ

チカン市国の約2倍！）

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
3回生：11人
2回生：3人
1回生：12人
計26人

部会の時間
毎週木曜日or金曜日
21:00〜

生協店舗について
京田辺カフェテリア・
紫苑館食堂・生協
ショップ、ブック＆ト
ラベル など

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

少人数での活動です
が、アットホームで
みんな仲良く活動し

ています。
楽しいタナベLifeを
サポートすべく、2回
生を筆頭に、GIメン
バー全員がたくさん
活躍しております。
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店舗が見える写真

学生事務局より
推しポイントにもある通り京田辺のGIはとてもアットホーム！3,4回生

がふらっと部会に参加することもしばしば！
みんなで話し合って活動を進めていること、一人ひとりの個性が光って

いるところがとっても素敵です✨（えめ）

職員自由記入欄
理系中心のキャンパス
で、研究機器やスポー
ツを頑張る学生へのサ
ポートで貢献していま
す。学生委員会は少数
ですが、みんなで話し
合い、一致団結して活
動しているところが魅

力です。

Twitter : @D_GI_tanabe
Instagram : @kyotanabe_gi

自由記入欄

京田辺生協学生委員会では親交を
深めるために月に1回遊ぶ会を開催
しています。最近は伏見に訪れまし
た。このような会を通して親交を深
めることによって、部会での話し合いもスムーズに
なっています。また、部会後にフリートークをした
りもしながら、楽しく活動しています!
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立命館生協衣笠

自大学の特徴
法・産業社会・国際・文・映像
キャンパス人数約1万3000人
京都府京都市北区金閣寺の近く

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
1回生: 40人
2回生: 18人計58人

部会の時間
毎週水曜日 18:30-

部局・プロジェクト併用型
●部局
・生活店舗
・共済
・RUC広報

●プロジェクト
・新学期
・下宿支援
・学習支援
・新入生準備保護者説明会

生協店舗について: 

食堂 3店舗
Café 2店舗
その他書籍店舗等 8店舗
など

自大学の学生委員会や生協の
推しポイントどうぞ！

様々な企画を通して、
色んな状況の組合員さんに充
実した学生生活を送ることが
できる機会を提供していま
す！

学生委員も活動関係なく、
メンバーで集まる時間が多い
です！
楽しむときは楽しく、企画の
準備は本気で！ON/OFF大事に
してみんなで力を合わせて活
動しています！

職員さんとも打ち合わせを細
かく行い、学生と職員全員で
協力しながらさまざまな企画
を運営しています。
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学生事務局より
衣笠キャンパスでは生協職員さんと学生委員が連携し

て多くの取り組みを行っています！
学生委員のみんなは優しい子ばかりで

訪問するたびに癒されています（笑）（まさみち）

対面授業も再開し学生
の登校も増えだしてい
ます。活気と賑わいの
あるキャンパスとなる
よう生協店舗も朝食か
ら夕食までキャンパス
ライフを支えています。
専務理事 酒井

毎週集まって企画の準備や
確認をしています！

企画前にはみんなで全ての
企画書を確認をして気合を
入れます！◎

今までに、caféの新メニュー
の試食会や自転車の点検会、
共済の企画などを対面で行い
当日は学生委員みんなで盛り
上げました◎
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全4学部
経営・政策科学・
総合心理・グローバル教養
大阪府茨木市
JR茨木駅徒歩3分
阪急南茨木駅徒歩10分

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
1回生：54人
2回生：38人
3回生：60人

部会の時間
第二水曜日と第四木曜日
PM6:00~PM7:30

部局制
・共済局
・総代会局
・RUC局

生協店舗
・食堂
・OICミールショップ

積極的にイベントや交流
会を実施し、メリハリを

意識して、
「仕事も遊びも全力で」
ということをスローガンに
掲げて活動しておりま

す!!

立命館生協OIC

10



OIC生協の自慢の活動としては、
なんといってもWCF(Welcome 
Campus Festa)です!!
コロナ禍となり、去年からはzoom
を利用したオンラインにて開催し
ており、今年6月の新学期キック
オフセミナーではOICの優秀企
画として推薦、共有させて頂きま
した！
最近はOICのGIお揃いのTシャツ
やパーカーの製作により、
皆の士気が上がってきてます！

学生事務局より
OICの学生委員会は京滋・奈良エリアの中でも1・2を争うく

らい「GI活動を楽しんでいる」ように見えます！
メリハリをもって活動できているのと、GI活動を通して楽し

むことが得意な学生委員会です！（まさみち）

職員自由記入欄

一緒にもっと「大学生活が
楽しい」といえるようにし
ていきたいですね

OICキャンパス責任者 姫野

Twitter: @OIC_COOP
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写真

立命館生協BKC

理・情理・スポ健・経済・
食マネ・生命・薬

滋賀県草津市野路東1丁目1-1
学部生32,467人

学生委員会の人数
1回生26人
2回生18人

部会の時間
火・木隔週
18：00～20：00

部局制
・総代会局
・しゃかすい
・店舗局
・共済局
・RUC局
・パーティ局
・学援事務局
・新説局

生協店舗について
・食堂、書店、コンビニ

個性あふれるメン
バーばかりで笑いが
絶えない楽しい組織

です！！
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店舗が見える写真

学生事務局より
キャンパスの学生の特徴や特色に合わせた取り組みが
魅力的です！新学期の取り組みでは、新入生が大学生
活を始める上で必要な情報や、便利な知識を伝える事

が出来ていたのが印象的です！！（まさみち）

職員自由記入欄
今年のびわこ・くさつ
キャンパス（通称BKC)
の学生委員会には記念
すべき第30代のメン
バーが入って来ました。
BKCローカルの組合員の
声に応え、来年の新入
生を迎えるために頑
張ってくれています。
（BKC担当常務理事

佐藤由紀）

Twitter
＠GI_BKC

1、2回生ともに一生懸命に楽しく活動しています！
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京都府立大生協

自大学の特徴
3学部構成で学生数は約1900人
の規模は小さめの落ち着いた大

学です😌😌

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
1回生:2人
2回生:5人

部会の時間
平日放課後18時～
(曜日は固定してない
です)

部局制などは特には分
けられてはいません。

生協店舗とは学生目線
の意見を取り入れるな
ど協力しています！

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

学生委員の人数は7人
と少ないですが、そ
れぞれの個性がわか
り、それを活かした
取り組みをしていま

す！
月一で職員さんたち
との合同ミーティン
グを行っているので
学生と職員さん相互
に意見交換できる場

があります！
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学生事務局より
少人数ながら、みんなで団結して活動しています！
職員さんとの関わりも多く、府大独自の活動も印象的

です✨（いしはる）

コロナ禍で来学する機会が減
る中、学生委員と職員との関わ

りも減ったため、月1回の合同
ミーティングを実施すること
で、彼らとのコミュニケー
ションを定期的にとるように
し、今後も学生委員会活動が
途絶えないよう、彼らの学
び・成長の場、居場所まで無
くさないようにしたいと、微
力ながら思っています。

（森山）

Twitter：@kpu_orange
@fudaiseikyou

自由記入欄
京都府立大生協学生委員会では例年、京丹後にある
エチエ農産におじゃまして農村体験ツアーを行って
います。しかし、新型コロナウイルスの影響で2020
年から行えていないのでその代替案としてエチエ農
産の紹介動画を制作しています。11月には実際に学
生委員で訪問し、取材や収穫体験などさせていただ
きました！12月中には公開できるように奮闘してい

ます🔥
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龍大GIの推しポイ
ントはみんなの仲が
良いことです！毎週
部会などで仲を深め、
今進んでいる企画内
容の共有もしていま
す。
また職員さんとも

連携が取れ、学生委
員の企画をサポート
してくれることです。
そのおかげで下宿生
のための百縁夕食な
ど組合員に寄り添っ
た様々な企画を実施
できました！

龍谷大学生協深草

深草・大宮・瀬田の3キャ
ンパス
9学部,1短期大学部,10研究
科を擁し総学生数約2万人

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
１回生25人
２回生26人

部会の時間
毎週金曜日18：45～

部局制
Life局
新学期局

生協店舗について
食堂、書籍、コンビニ
住まい、旅行カウン
ター
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店舗が見える写真

学生事務局より
龍谷大学生協深草はなんといっても、大規模生協ながらも専
務や職員さんと学生の距離が近いところが特徴です！部会で
も明るい雰囲気があり、活発に活動しています。(りんか)

活動の在り方や進め方が難
しい中ではありますが、学
生委員とのこまめな打合せ
を設定して龍大生協全体で
組合員活動を進めています

（清水）

夏休み・後期はじめ
にGI内で交流会を行
い交流を深めまし
た！また主にSNSや
企画を通した組合員
との関わりをたくさ
んして組合員に役立
つ情報を発信してき
ました！

Twitter: @fukakusa_gi
Instagram: @fukakusa_gi

17



社会学部、先端理工(理工)学部、農学部
学部生：6500人程度
院生：450人程度
滋賀県大津市大江町
JR琵琶湖線「瀬田」駅よりバス約8分

龍谷大学瀬田生協の特徴

学生委員会人数
1回生：１７人
2回生：5人

部会
不定期

部局制
・新学期班
・健康共済班
・生活班

生協店舗
・食堂
・生協SMYLEショップ

推しポイント

1回生や新しく入った
2回生の学生委員が多く、
また、今年からはそれぞ
れが興味を持った分野に
分かれて班を作ったりと、
去年までとは一味違うよ
うな雰囲気で活動してい
ます。
上回生サポーターとし

て活動されている3回生
も一緒に部会を行って、
交流を深めています。
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学生事務局より
瀬田は今年度から学生委員になった二年生も多いです

が、今は新学期活動に向けて頑張っています！
職員さんとの結びつきも強い会員です。(りんか)

今年度は活動制限のた
めたくさん活動はでき
ませんでしたが、深草
GIとの交流や事務局担
当さんの支援を受けな
がら10月には自転車バ
イク点検を実施できま
した。今後の企画に期

待しています！
＜山崎＞

Twitter:@seikyoh_seta
Instagram:@seta_gi

今年はtwitterの質問箱で積極的に学

生の小さな相談にものってくれてい

る学生委員がいたり、職員さんにイ

ベントやセミナーの情報を発信して

いただいていたり、それぞれの得意

分野で多方面での活躍が見られます！
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京都教育大学生協

自大学の特徴
教育学部13領域専攻で、
他の大学に比べて

人数が少ない大学です！！

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

●学生委員会の人数●
1回生：18人
2回生：15人
3回生：9人

●部会の時間●
毎週月曜日 16:30～

●プロジェクト制●

●生協店舗について●
・食堂 ・すばる
・書籍 ・購買

自大学の学生委員会
や生協の推しポイント

鬼のリハーサルと振り
返りはどこの大学にも

負けません！
メンバー間では、先輩
後輩の枠を超えて自分
たちの意見を伝え合う
ことができます！

教育大学ならではの文
房具や実習で使用する
備品を販売していると
ころが魅力の１つです。

✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*

✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*
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学生事務局より
組合員との距離が近く、すごく組合員に寄り添ってい
る生協です。アットホームな生協でもあります！

（かいだ）

京都教育大学生協では
組合員の皆さんの学生生
活をサポートするために
職員一同、全力でがん

ばってます！

Twitter:@kyo02_Pegasus
Instagram:@kyokyo.seikyo.pegasus

大きな企画がの終了後に、全員での集合写真を撮ること
になり、ちょうどその前に配られたタヌローのカバンを頭
からかぶっちゃうくらい仲良しな学生委員です！その時の
写真は1枚目に貼っているので是非見てみてください！

✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*

✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*・✽.｡.:*・ﾟ✽.｡.:*
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京都工芸繊維大学生協

自大学の特徴
理系単科大学のため他の大学より規
模は小さめですが、落ち着いた雰囲

気があります。

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会人数
１回生：28人
２回生：15人
３回生：16人

部会の時間
必要に応じて行う

委局制
・店舗委員会
・広報局
・B’eehive
・生活企画局

PT(Project Team)制
・TeamAO
・入学準備説明会PT
・OCPT
・e-Media
・新歓PT

生協の店舗がオシャ
レで、職員さんと学
生の距離が近いです。
また話題性のある企
画や冊子作成、さら
に受験生・新入生向
けの様々な活動をし
ているため、組合員
の多くは学生委員会
を認知している印象
を受けます。
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学生事務局より
京都工繊は各委局ごとに幅広い活動を行っています！

PT制があるのも大きな特徴です。（いしはる）

SNSのID
Twitter:@KIT_CoopGI
Instagram:kit_coopgi

現在活動している委局は店舗委員会と広報局で、店舗委員会では食堂で学生委
員考案の給食メニューを提供したほか、ポッキー＆プリッツの日にポッキータ
ワーゲームをし、ともに大盛況となりました。また広報局では機関誌虹の旗を
１年ぶりに発行し、7,8,9月号では方言、11,12月号ではファッションを特集し
ました。
現在活動しているPTはTeamAO、入学準備説明会PT、e-Mediaで、TeamAOではAO合
格生のスクーリングの運営の手伝い、入学準備説明会PTでは対面で行う説明会
に向けて準備を進めています。また今年発足したe-MediaはWeb上で工繊大の学
生活動を学内外に発信することを主な目的として準備を進めています。
これら以外に、OCPTでは前期に受験生向けの大学案内冊子の作成やオンライン
相談会を実施したほか、広報局では新入生向けの大学紹介冊子RUNWAYの作成を
今年もする予定であるように、受験生・新入生向けの活動がとても活発なのが
工繊大生協学生委員会の特徴の一つです。

京都工芸繊維大学生協
では組合員の皆さんの
学生生活をサポートす
るために職員一同、全
力でがんばってます！

（職員より）
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京都橘学園生協

自大学の特徴
9学部15学科 学部生約5300人

大学院生 約80人
京都市山科区

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

〈メンバー数〉
1回生13人 2回生11人

〈部会時間〉
毎週月曜日4限or5限

〈部署〉
大説組、PC組
企画部、広報部

〈生協店舗〉
購買、カフェ
食堂2箇所

自大学の学生委員会
や生協の推し

ポイントどうぞ！

新学期活動を中心に、
4つのチームがそれぞ
れリーダーを軸にし
て活動しています。

2回生と1回生が仲良
く相談しながら、取
り組みのゴール目指
して奮闘しています。

組織全体もほのぼの
したいい雰囲気です。

24



学生事務局より
学生委員会を中心に、元気に楽しく活動している

大学生協です！！学生の声を大切に、
様々な事業・取り組みにチャレンジしています！

（しげ）

大学との関係でも学生
委員会の活発な活動と
活躍は不可欠な要素で、
かと言って職員が学生
委員会を意のままに導
くというのではなく、
学生委員メンバーの自
主性と楽しみを尊重し
ながら接しています。

Twitter、Instagram
tachibana_gi

イベントのときは、
コスプレをしたり
お菓子パーティー
をしたりして
楽しんで部会に
参加しています！
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滋賀大学大津地区生協

自大学の特徴
教育学部しかなくて、
学部生が960人くらい。

滋賀県大津市で石山寺の近く！

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
1回生：6人
2回生：1人
3回生：7人

部会の時間
月、金の16時～18時

プロジェクト制

生協店舗について
食堂、購買

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

人数が少ない分、
学生委員会・生協
アットホーム！
みんなで一体感を
持って企画に取り組

んでいる！！
生協はフェアやイベ
ントを盛り上げてい

ます！！
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学生事務局より
学生委員は素直な子が多く、小規模ながら組合員の求

める取り組みを把握し取り組めています。
（ないとぅ）

職員自由記入欄
滋賀大大津地区生協は、同
じ滋賀大でも彦根地区生協
よりも小さな生協です。
学生委員会は、とても仲が
良く、いつもBOXには誰か
がいます。
規模が小さいからこそ、学
生同士も仲が良く、自分た
ちの生協という思いが強い
のだと思います。

SNSのID
Twitter：@Willing_O2
インスタ：shiga.otsu_univcoop

自由記入欄
入学前の説明会を頑張っています🔥

新入生のサポートを手厚くしています！
なんでも相談会や取説は

分担しながら力を入れて取り組んでいます！
最近では、商品紹介のポスターを作成しました。

ポスター作成には1回生も
積極的に関わってくれました！
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滋賀大学彦根地区生協

自大学の特徴
学部構成：

経済・データサイエンス学部
キャンパス人数：約2500人
大学所在地：滋賀県彦根市

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
1年：18人
2年：3人
3年：8人

部会の時間
定期的にはしていない
プロジェクト制

生協店舗について
食堂・店舗

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

決まりきった企画で
はなく、新しい企画
を毎回考えてやるよ
うにしているので、
そこは飽きないよう
に工夫できているか
なと思います。学生
委員だけではなく、
職員さんもノリが良
く、理解のある人が
多いので、たくさん
支えながら活動して

います。
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学生事務局より
学生委員と他の学生団体が協力できており、他では見

られない取り組みが印象的です。（ないとぅ）

職員自由記入欄
滋賀大彦根生協は、小さな生
協ですが、様々な事に取り組
んでいます。
大学や組合員との距離も非常
に近いと思います。
学生委員会もコロナ禍で大変
な中、組合員、新入生にとっ
て必要な事は何かを中心に据
えて取り組んでいます。非常
に頼もしい存在で、大学から
も注目される存在です。

Twitter：＠CoopCiel

自由記入欄
新学期活動では試行錯誤で取り組みました。

毎年行っている保護者説明会をオンラインで開催す
ることになりました。そこでは、大学生の生活実態
を示したり、悩みを解消できるようにしました。

他団体と協力しながらYouTubeライブを用いて行いま
した。

どんな不安な社会状況であったとしても、自分たち
にできることを考えて実行しました！
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写真

滋賀県立大学生協

環境科学・人間文化・
工学・人間看護
学部生2500人程度
院生250人程度
滋賀県彦根市

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会人数
1回生：26人
2回生：5人
3回生：22人

部会の時間
毎週金曜日18：20～

部局制
・生活斑
・店舗斑
・広報斑

生協店舗
・カフェテリア
・ショップ

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

組合員がよく利用す
る場所で企画を行う
ことで、より楽しい
キャンパスライフを
送れるようにしてい
ます。
学食がとても美味し
くて、特に県大唐揚
げがおすすめで
す！！
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店舗が見える写真

学生事務局より
様々な活動を元気に行っており、組合員に寄り添って

いる生協が滋賀県立大学生協です。（かいだ）

彦根の琵琶湖のほとりにあ
るキャンパスで、学内には
鴨も泳いでいます。
ショップが19年夏に改装、
ホット弁当の提供も21年か
ら開始しました。生協学生
委員会とんがりもこの間充
実した活動を連発していま
す。（専務理事 藤井）

Twitter：＠uspcoop
Instagram：

https://instagram.com/t0ngari_usp

普段の活動も積極的に行っ
ていますが、新学期活動に
も力を入れていて、毎年保
護者説明会や学科別交流会
などの新入生が楽しみなが
ら大学のことを知る機会に
なったり、入学前に悩みを
相談できる企画を開催して
います！

自由記入欄
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奈良女子大学生協学生
委員会 WINDY
文学部・理学部・生活環境学部・工
学部(2022年4月新設)
学部生 2086人
院生 529人
奈良県奈良市
近鉄奈良駅から徒歩5分

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

・37人
1回生 26人
２回生 11人

・毎週金曜日18時から
21時まで(全体会は19
時まで)

・部局制
(voice局、共済局、ビジョ
ン局、店舗局)

・生協店舗(購買、カフェ、
食堂)

・生協が運営してい
る食堂、カフェはメ
ニューが豊富で美味
しい(満足度No1！！)

・真面目で優しい人
が多い！！

・全国各地から人が
集まるので、方言が
混じってて新鮮！！

・ひとことカードか
ら、組合員の意見が
反映されやすい！！

・一人暮らしや新生
活、受験のサポート
も行っています！！
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学生事務局より
職員の加藤専務を中心に組合員の声がたくさん詰まっ
ている生協です！食堂がめちゃくちゃ美味しいらしい
です(僕もぜひ一度は行ってみたい…)（Dち）

11月からWINDYの対面部
会も始まり、イキイキ
と活動している姿を見
るとうれしいです。奈
良女に来てよかった！
とみんなが思える大学
生活を、自分たちの手
でつくっていってほし
いなあと思います。
専務理事 加藤由美

Twitter： @nuw_windy

奈良女子大学生委員会WINDYでは新入生・受験
生のサポートにも力をいれています！特に、受
験生と直接お話をして、少しでも不安を取り除
けるようにと開催している下見案内はWINDYを
知ってもらうきっかけになります！奈良女子大
学は現在(2021年11月現在)、3学部で構成され

ていますが、2022年4月には
女子大学初の工学部が誕生します！
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写真

奈良教育大学生協

自大学の特徴
学部は教育学部のみで、3専攻、
16専修から構成されています。

1学年255名です。

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員
総勢69名
2回生：19名
1回生：50名

タイスケ
週1、13：00~17：00

構成
4局編成（新学期班6班、
夏祭り班3班）

正副委員長と局長から
なる七役が、生協専務
理事に支えられながら
運営しています。

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

先輩の代から受け継
いだ、1，2回生分け
隔てなく「楽しむ」
部会となっており、
楽しみながら企画も
しっかり進められる、
バランスに優れた団
体だと自負していま
す。数少ない2回生で
すが、その少なさが
故に一人一人頼り甲
斐があります！

おかげさまで委員長
の僕は楽させても
らってます♪
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店舗が見える写真

学生事務局より
学生委員会内や学生委員会と職員さんのつながりが強
くとてもアットホームで温かみのある生協です！

（Dち）

職員より
学生委員会が元気で、突然、
色んな企画が降って湧いて
きます。それを温かく受け
入れるパートさんがいる
アットホームな生協です。
このままwithコロナ時代も

がんばりましょう！
専務理事 石間

Instagram nakyo__gakui
Twitter @nakyo_gakui

自由記入欄

奈教の学生委員会（通称学委）は、みんな本当にい
いやつです。誰かのための活動ならと、惜しまず時
間を遣えてしまうお人よしばかりです。でも、そん
なみんなだからこそ一緒にいいものを作りたいと思
えるし、毎回の部会も楽しいっす。居心地がいいっ
す。こんな素晴らしい皆の委員長になれて自分は幸
せです。各地GIの皆様、今後とも奈教学委の皆をよ

ろしくお願いします！
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奈良県立大学生協

地域創造学部
約600人

近鉄奈良・JR奈良から約10分
住宅街にある小さな大学！

自大学生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会
1回生24人
2回生15人

部会の時間
毎週火曜日
18:00～20:00

部門制
新学期
学生生活
店舗

生協店舗について
食堂・購買

自大学の学生委員会
や生協の推し、どうぞ！

私たち奈良県立大学
生協は、毎週楽しくメリ
ハリのある活動を行っ
ています！学生委員が
一組合員として現状を
捉え、いろんな人たち
の想いを何か形にした
り、サポートできるよう
に頑張っています(^^)
また、パートさんたちが
いつも優しく、おいしい
ご飯を提供してくださっ

ています♡♡
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店舗が見える写真

学生事務局より
小規模生協ながら、学生委員会の活動がとても活発
です！部会もとても楽しそうですよ🌟（いしはる）

Twitter：＠NPUCOOPGI
Instagram：npuseikyogi

学生とパートさんたちの距離が
近く、アットホームな雰囲気が特
徴のお店です。コロナの影響を
もろに受けて厳しい状況ですが、
学生さんのリクエストにできるだ
け応えようと頑張っています！

業務担当理事
石間 奈穂子

学生委員の交流のきっかけ作りのために、プロフィール
作りを行いました！グループに分かれて、お互いに質問し
合いながら楽しく自己紹介を行いました！現在は、部門を
超えて新入生・保護者入学準備説明会に向けて頑張って
います🔥余談ですが…大学に鹿がぼちぼち現れます🦌
ほのぼのとしていて、大学を癒してくれる存在です！♡

自由記入欄
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奈良高専生協

5つの学科で構成される理系学校
15歳から22歳まで幅広い学生が約
1100人通う
キャンパスは大和郡山市郊外に立
地 駅から遠いのが玉に瑕

奈良高専生協の概要・
学生委員会の特徴

学生委員会の人数
1年生 2名
3年生 2名
4年生 1名
部会の時間
火曜日16：30～

全員で協力して活動に
当たっています

生協店舗について
購買 食堂

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン

トどうぞ！

生協同好会は小規模
ながら毎月コツコツ
と活動を頑張ってい
ます。
コロナの影響でしば
らく出来ていません
が、夏にはかき氷企
画、冬にはタヌロー
喫茶と飲食系の企画
が多いことも特徴で
す。
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学生事務局より
学生同好会のメンバーは、様々な活動に積極的にチャレンジ
しています！職員さんもアットホームな雰囲気の店舗つくり
を意識されており、組合員が参加したくなるような取り組み

を展開しています！！（しげ）

職員より
奈良高専の特徴は何よ
りも若いこと高校生か
ら大学生までの年齢の
学生が一つのキャンパ
スで勉強しているので、
学生の成長を強く感じ
ることが出来ます

Twitter @nnct_coop
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京都経済短期大学生協

インスタグラム
＠keitan_seikyou

・経営情報学科のみの単科大学
・学生数約500人（2学年）
・京都市西京区
・「国道中山」バス停徒歩3分

⚫ 小さな大学なので、先
生も職員も生協職員も
みんな「経短ファミ
リー」です。

⚫ お昼のランチは日替わ
りで手作り、しかも大
学からの補助もあって、
組合員なら「290円」
で食べられます！

⚫ まだまだ学生委員会の
活動はできていません
が、これから頑張って
広げていきます！

◼ 小さい生協だからこそ、
組合員との距離も近く
顔が見えます！

◼ 食堂の営業はお昼だけ
なので、充実したラン
チが食べられるよう職
員一同がんばって提供
しています。

◼ 困ったときに頼りにな
る身近な存在になりた
いと思います。

店長 長門

学生事務局より
経短は、季節のイベントごとにオリジナルメニューが
出たり、店内装飾も豪華になるなどアットホームな生
協です！パートさんの愛であふれています💛(りんか)
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滋賀医科大学生協

Twitter
@VhwNp2euNNUQvmU

自大学の特徴
医学科、看護学科のみ

1学年160人
キャンパス山の上 陸の孤島

職員より
学生委員会はありま
せんが普段より組合
員がすぐに生協に要
望を言える関係性を
築いています。

組合員の協同協力自
立参加を日々感じる
ことができる大学で
す。是非Twitterを
フォローしてくださ

い！

学生事務局より
学生委員会はありませんが、職員の二見店長を中心に、
組合員がワクワクするような店舗づくりを実践してお
り、組合員とともに運営されている生協です！！

（まさみち）

自大学の学生委員会
や生協の推しポイン
トどうぞ！

学生同士のタテヨコのつ
ながりが強く、お互いの
個性を尊重しあう学生が
多いです。店長がコスプ
レをしても温かく応援し
てくれる温かい学生ばか
りです。大学職員の皆様
も生協に対して寛容で
様々な支援をしていただ
いており、供に学生を応
援する立場として協力し
あっています。
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関西北陸ブロック学生事務局京滋・奈良エリア担当
＆学生常勤の紹介ページです！
21年度→22年度の順に紹介しています🎈

会員の皆さんへのメッセージもあります！
ともに京滋・奈良エリアをつくっていく仲間ですので、
ぜひ読んでみてくださいね💛
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学生事務局紹介

簡単な用語の補足

【学生事務局とは…】
学生委員を経験した他大学の先輩だと思ってもらえた
ら嬉しいです！これまでの自分の活動経験やブロック/
全国の情報などからみなさんをサポートします。
セミナー・企画・推進委員会作りもしています。気軽
に相談や連絡してくださいね、待ってます💛

【学生常勤とは…】
学生事務局を経験したお兄さんお姉さんです。学生事
務局よりも広い視野で、大学生協全体をみたサポート
をしています。全国のセミナー作りもしています！



21年度学生事務局

池上亜美（えめ）
奈良女子大学4年

担当会員：同志社生協
担当分野：社会的課題

自分を一言で表すと？

かわいい♡♡♡
かわいいものがすき！

私もかわいいですよね…？

現役学生委員時代は委員長をして
いました🌸
特にがんばったのは、

・学生委員会の雰囲気づくり
・自大学のことを客観的にみるこ
と(連帯の場を通して)

大人数の組織だったので、みんな
がどうやったら楽しく活動できる
かを副委員長の2人と一緒に模索し
ていました！
エリアの仲間とかかわる中で、
もっと自大学のことが好きになっ
たり、組織の課題を見つけたりす
ることも！
WINDYの仲間との日々は宝物です♡

昨年度に引き続き、皆さんに直接お会いできない日々が続きましたが、担当
会員の皆さん・連帯企画に参加してくれた皆さんと画面越しにお話しするたび
に、また皆さんの取り組みの報告を通して、いつも元気をもらっていました！
(私たちからの元気はどのくらい届いていたでしょうか……？)
このような情勢で制約が多く心残りはありますが、21年度学生事務局のみん

なとできることはすべてやり切れたと思っています！すべては会員生協のみな
さまのご協力のおかげです。
大学生協での活動を通して自分自身成長し、たくさんの人と出会うことがで
きました。私はまだまだ大学内にいますので、どこかでお会いする機会もある
かもしれません。これからも引き続き、皆さんと一緒に元気あふれる大学生協
をつくっていきます！

一年間お世話になりました！ありがとうございました🌼🌼🌼

好きな大山乳業製品ランキング♡

1： 白バラココア
2： コーヒー甘さひかえめ
3： 300円くらいのアイス
(アイスは昔ひとことカードに書いたけど、
大学生協で取り扱いがなかった…)
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21年度学生事務局

内藤 昂（ナイトゥ）
京都工芸繊維大学大学 4回生

担当会員：
滋賀大学大津地区キャンパス
滋賀大学彦根地区キャンパス
担当分野：健康安全

学生委員会では委局長を
していました。

学内で生協学生委員会主
催で開催するお祭りを企
画していました。

他にも入学準備説明会、
自転車点検会、受験サ
ポート、総代会など様々
な企画に携わりました。

私の好きな猫ランキング
1：スコティッシュフォールド
2：ソマリ
3：シャルトリュー

今年一年学生事務局として様々な学生委員会の姿を見てき
ました。新型コロナウイルスの影響で大変な時期ではあり
明日が、工夫をこなした取り組みが多くみられ、さすがは
京滋奈良エリア！とエリアの元気さを感じました。

自分を一言で表すと？

猫
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21年度学生事務局

足立繁郁（しげ）
奈良教育大学・4年

担当会員：京大・橘・奈良高専
担当分野：新学期・学びと成長

私の好きな動物ランキング
1：カバ
2：ヒツジ
3：ライオン

学生事務局の打診を引き受けた理由は、「大学生活何して
きましたか」と聞かれたときに「大学生協頑張って取り組
んできました！」と言えるようになりたいと思ったからで
す。4年間大学生協と関わり思うことは「充実してたな
あ」ということです。何がか、「素敵な人達に出会えたこ
とが」です。今まで「自分が何かを成し遂げること」にや
りがいを探していましたが、やりがいや幸せにつながるの
が、「人と一生懸命関わること」なんだなと気づきました。
そんな想いを背負って先生として来年から頑張ります。
みなさん本当に出会えてよかったです。ありがとう！

自分を一言で表すと？

傾聴タイプ
（人の話をよく聞いていますｗ）

大学生活説明会
を作った！！

PN!奈良を
頑張った！

副委員長として
励んできた！！

みんなが楽しく
活動できるように！
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21年度学生事務局

石田遥（いしはる）
京都橘大学 4回生

担当会員：京都府立医科大学・府立大学生協、
京都工芸繊維大学生協、奈良県立大学生協

担当分野：組織運営・組合員交流

学生委員会では委員長を
していました！

私の代は人数が少なかった
ので、学生委員会を存続さ
せることを頑張っていまし

た！

京滋・奈良エリアや全国の
いろんなセミナーに行って
たくさん学びを得てモチベ
をアップしていました✨

好きなヨッシーの色ランキング

1：みどり
2：きいろ
3：あお

ヨッシー大好きなのでグッズ目撃
情報求む！

みなさんこんにちは！学生事務局としてたくさんの人に
関わることができ、最高に楽しい１年間でした！コロナ禍
での制約もありましたが、京滋・奈良の皆さんがいろんな
活動を頑張っているのを見て、私もとても刺激を受けまし
た！みなさんの元気で京滋・奈良から大学生協を盛り上げ

ていってください✨
担当会員のみなさんも大変お世話になりました！活動を
間近で見ることができて、私自身も勇気づけられました！

みなさん本当にお世話になりました☺

自分を一言で表すと？

騒
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21年度学生事務局

開田輝（カイダ）
奈良県立大学・4年

担当会員：京都教育大学生協
滋賀県立大学生協
担当分野：健康・安全

私は、委員長でもなければ
副委員長でもなく、部門の
長でもなく、企画の長なん
か避けてきていたただの学

生委員でした。
皆と楽しく活動することが
大好きな学生委員でした。

それは自大学の仲間とも
そうですし、地域の仲間
ともそうです。

ぴーすなう奈良をつくっ
たり、共済推進委員会で
活動したりと楽しく活動
してきました。

私の好きな
ヴィランズディズニー
ランキング♚

1：ハデス(ヘラクレス)
2：クルエラ(101わんちゃん)
3：アースラ(リトルマーメイド)

京滋・奈良エリアの皆さんへ
一年間お世話になりました。ありがとうございました。
誰やこいつ。初めて見たんやけどってなってるかもしれま
せんね。(笑)私は4年間大学生協というフィールドでたく

さん関わってきました。
コロナなどで大変な時期もありましたが、変わらなかった

のは、皆さんの強い想いです。
皆さんの想いからパワーをもらい、自分もできるだけ皆さ
んにパワーを送れないかと活動してきました。これからも
皆さん自身の想いを大切に活動していってくださいね！

自分を一言で表すと？

喜怒哀楽
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21年度学生事務局

金川 真道（まさみち）
龍谷大学 4年

担当会員：立命館生協
滋賀医科大学生協

担当分野：組織運営・組合員交流

私の生協食堂
好きなメニューランキング
1：豚汁
2：ささみチーズカツ
3：いちごのケーキ

自分を一言で表すと？

大学生協大好きマン！

学生委員会時代は副委員長を
していました。執行代当時は
「やらなきゃいけないこと」
に追われて、自分が思い描い
ていたGI活動は出来なかった
印象で、今もそれは後悔の一
つです。
ですが、そんな後悔を掻き消
すくらい最高の仲間と出会え
たのが龍谷での2年半でした。
もしこれを同期のみんなが読
んでいてくれたら嬉しいな。
一緒に活動してくれて
「ありがとう」

出会えた全てのみなさんへ感謝
1年間学生事務局を務めさせていただき、今まで以上に多くの人と
出会うことが出来ました。きっと大学生協との関わりがなければ
生まれなかった繋がりだと思います。沢山話した人も、あまり関われ
なかった人も、みなさんの存在すべてが僕にとっての財産であり
「宝物」です。本当にありがとうございました！！！

立命館・滋賀医大のみなさんへ
3キャンの委員長へ！みんなの頑張りでGIのバトンを次の世代へ
引き継いでください。引退した後、是非一緒に飲みに行きましょう！
二見店長へ！僕の憧れの存在です。いつか二見店長のような
大学生協職員になってみせます！いつかまた話を聞いてください！
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21年度学生事務局

森田大智（Dち）
京都教育大学・4年

担当会員：奈良女子大学生協
奈良教育大学生協

担当分野：新学期・学びと成長

学生委員会時代は、副委員長
を務めていました。副委員長と
して、みんなが楽しく活動にや
りがいをもって活動出来るよう
に心がけていました。また、規
模が小さかったので様々な取り
組みに関わっていました。特に、
共済学習会や新歓企画を学生委
員会時代は力を入れ取り組んで
いました。
ちなみにこの写真に写ってい
る人たち(他にもいます)と一緒
に頑張ってきました。こうした
かけがえのない仲間と出会うこ
とができるのも大学生協の魅力
ですね！

私の好きな食べ物ランキング
1：やきにく
2：からあげ
3：ぐみ

京滋・奈良エリアのみなさまへ
1年間大変お世話になりました。京滋・奈良エリアは、全国で1番の地域だと思っていま
す。活発で元気な京滋・奈良エリアをの事務局として1年間活動出来たことは本当に誇ら
しいです。京滋・奈良エリアにはたくさんの仲間がいます。その仲間と手を取り合い、
一緒によりよい生活を目指していってほしいです。これまで関わってくださった全ての
方に本当に感謝です。ありがとうございました。

奈教と奈良女のみんなへ
まず、1年間おつかれさまだよ。大変な中でも、前向きに活動を頑張っている姿に何度も
何度も励まされました。みんながいたからこそ1年間走り切ることができたと思います。
学生事務局を卒業しても、みんなのことを陰ながら応援しています。みんならしく楽し
く元気に頑張ってほしいなと思っています。1年間みんなの担当をできて幸せでした。
本当にありがとう。

自分を一言で表すと？

センター分け
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21年度学生事務局

渡邊梨花（りんか）
立命館大学・4年

担当会員：龍谷大学生協
京都経済短期大学生協
担当分野：社会的課題

学生委員会時代は、平和や消
費者教育などの社会的課題に
取り組んでいました！(ヒラ)

京滋・奈良エリア社会的課題
推進委員会に所属したり、地
域や全国のセミナーにたくさ
ん参加、実行委員も経験させ
てもらったりしました。

連帯の場で出会ったたくさん
の先輩方や仲間の存在があっ
てこそ、今の私がいます💛

好きなお酒ランキング
1：ビール🍺
2：日本酒🍶
3：赤玉パンチ🍷
(家にグラスがあるくらい好き)

京滋・奈良エリアのみなさま！お世話になっております。
かつてのようにセミナーなどを通して直接会ってお話する
ことができないのは心苦しいですが、画面越しでも一緒に

活動できたことを嬉しく思います☺

私はもともと京滋・奈良エリア大好きっ子だったので、
学生事務局活動を通じてエリアに何か恩返しができていた
なら幸いです。元気な京滋・奈良が大好きです💛

ありがとうございました！

自分を一言で表すと？

台湾オタク
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21年度学生常勤

原田将弥（まーくん）
白梅学園大学(既卒)

19＆20年度東京ブロック学生事務局

まーくんさんを一言で表すと？

ウルトラマン男
(by21学生事務局)

↓宣材写真
(ウルトラマンver.)

↓Zoomの時のまーくんさん w/学生事務局

↑平和について語る
まーくんさん

↓うるとらまーくん

↑21全共セミの
企画長でした✨

↓関西北陸に訪問
したまーくんさん

↑京都橘のつけ麺
を食べるまーくんさん

諸事情により、りんかが代わりに作成してみました！
↑うるとらまーくん
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柿平 聖矢（かっきー）
奈良教育大学・３年

担当会員：滋賀県立大学生協
京都府立医科大学・府立大学生協
担当分野：組織運営・組合員交流

自大学では副委員長として
一年間活動していました！
通年では共済に関わる活動
を主にしていて、チャリ点
やったり、共済ボードを
作ったりしていました！
新学期活動の時期には、
大学生活説明会の班で
当日までの準備や運営を
行っていました！大説が
一番頑張った活動かも～

私の好きなアイスランキング
1：パピコ（コーヒー味）
2：小豆バー
3：雪見だいふく
パピコは2本をシェアせずに
1人で食べちゃう派です

2022年度エリア委員長として、担当会員・分野だけでなく
京滋・奈良エリア全会員がより良い活動を行えるように
様々なことに取り組んで頑張っていきたいと思います！
みんなで力を合わせながらともに頑張っていきましょう！

１年間よろしくお願いします～！！

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？

よく喋る数学マン
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小野なご美（なごみん）
京都教育大学・３年

担当会員：京都橘学園生協
奈良女子大学生協
担当分野：社会的課題

学生委員会ではＳＮＳや
情宣の担当をしていまし
た！どうやったら組合員
によりよい情報を届けら
れるかな～～と、日々試
行錯誤していました。

新学期活動では、主に友
だち作り企画を担当して
いました！参加者の笑顔
をみて、とてもやりがい
を感じました🌷

私の好きな
生協のお弁当ランキング

1：味噌カツ丼
2：のり弁
3：豚キムチ丼

2022年度は学生事務局として大学生協に携わります！
京滋・奈良エリアのみんなと一緒に、

2022年度の活動を頑張れることが嬉しいです～～！❤

みんなが元気に楽しく活動できるように、一生懸命サポー
トします。一緒にがんばりましょう～～！

これから1年間精一杯頑張りますので、
よろしくお願いいたします！

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？

頭の中は
推しのことばっかり
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井村汐音（ゆきめろ）
奈良女子大学・3年
担当会員： 同志社生協

京都工芸繊維大学生協
担当分野：組織運営・組合員交流

＼学生委員会時代📣／

学生員会内では、総代会や
ひとことカード等を担当す
る「声を集める」ことを目
指した、voice局に所属し
ておりました。また委員長
を務めておりました！

また、エリアやブロックに
でることが好きで様々なセ
ミナーに参加し、社会的課
題を学んだり他大学の方と
交流したりしていました！

＼私の好きなじゃがりこの味ランキング🍩／

1：塩とごま油 最強
2：サラダ
3：チーズ

✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿
目の前のことに全力で、1年間活動します！！

情勢の変化により大学生協・学生委員会の活動も、エリアやブ
ロックでの学びや交流の機会も引き続き制限を受け、思うように、
以前のように、活動していくことが難しい時代とは思いますが、
そんな中でも寄り添い、考え、サポートできる事務局になりたい
です！活動を通して皆様のお力になれると同時に自分自身も成長

できる、そんな1年間を目標に日々頑張ります！
これからよろしくお願いいたします(o^―^o)

✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿・✿

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？
ミ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

派手な見た目が好きな人

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆彡
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岩田理紗子（りさこ）
同志社大学・3年

担当会員：龍谷大学生協
京都経済短期大学生協
担当分野：社会的課題

学生委員時代は、委員長
をしていました！人数の
多い学生委員会だったの
で、みんなが一体感を
持って活動できる土台作
りを頑張っていました
～！また、コロナ禍でで
きるだけ運営が円滑に進
むように各企画の進捗を
確認したり、共有しても
らったり、相談に乗った
りしていました！

私の冬あるあるランキング
1：朝、布団から出られない
2：肌が乾燥する
3：温かいもの全てが至福

22年度の学生自事務局を務めさせていただきます！私自身
学ぶことがまだまだたくさんあるので、一歩一歩成長しな
がら皆さんの支援ができるよう、全力で取り組みます！
また、何でも相談できる事務局でありたいと思っているの
で、小さなことでも色々お話しできるととても嬉しいです。
22年度、一緒に楽しく頑張っていきましょう♪よろしくお

願いします！

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？
ギャップがない人…らしい
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大前真悠（おおまえ）
龍谷大学・３年

担当会員：立命館生協
滋賀医科大学生協

担当分野：健康・安全

学生委員時代は、環境や
健康に関する企画の企画
長をしていました🍃🚴

社会的課題推進委員会に
所属していたので、そこ
でたくさん学びました！

私の好きな
ディズニーキャラランキング

1：マックス🐶❤（ミッキーフレンズ）

2：チップ🐿（チップとデール）

3：ジェシー🤠（トイ・ストーリー）

とにかく楽しく！！やっていきたいです！！
みなさんと距離の近い存在になりたいと思っているので
色んな人と関わって、仲良く活動していきたいです🤝

どんどん挑戦して、挑戦して、京滋・奈良エリアを
盛り上げていきたいと思っております🔥

よろしくお願いします！！！！

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？

地元大好き人間
（岐阜県下呂市）
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田中陽菜（おひな）
龍谷大学・2回生

担当会員：京都教育大学生協
奈良工業高等専門学校生協

担当分野：新学期、学びと成長

＊現役学生委員です
自分の興味のあることは
積極的にやりたいって
思って活動しています！

環境分野や新学期分野
いろんなことを学びたい
って気持ちです★

＊大切にしていること
一緒に活動してくれる仲間
そして先輩・後輩・職員
を大切にしてほしいです。

私の行きたい場所ランキング
1：北海道！！海鮮たべたい
2：沖縄！！ダイビングしたい
3：四国旅行！！

〇京滋・奈良エリアの皆さん〇

はじめまして！22年度学生事務局のおひなです。
学生委員としての経験は他の先輩に比べて少ないかも

しれないですが、2回生らしい意見で
京滋・奈良エリアをもっともっと盛り上げていきたいです！

学生委員と両立しながら
全力で駆け抜けるので、よろしくお願いします！！
沢山の素敵な人と出会えることを楽しみにしています♡

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？

不思議ちゃん
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冨江成吾（とみー）
京都府立大学・3年生

担当会員：滋賀大学大津地区生協・
滋賀大学彦根地区生協

担当分野：健康・安全

私の好きな香辛料ランキング
1：ブラックペッパー
2：サンショウ
3：シナモン

担当会員は勿論、エリアの皆さんと一緒に頑張りたい！！
京滋・奈良エリアから大学生協を盛り上げたい！💪
大学生協を盛り上げることで、大学生をはじめとした
各会員の組合員の皆様や大学そのものを豊かにすることに
繋がるよう、自分にできることを精一杯やっていきたいと

思っています👀
よろしくお願いしまぁぁぁす！！！！！！！！！！！！

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？

社交的個性派

1年生時…セミナー参加
(計10回前後)
ついたあだ名｢せみー｣

2,3年生時…
委員長としてメンバー
と協力してGI活動、
セミナーにGL参加

掛け持ちしてる大学祭実行委員会
3年間で最後の祭最終日夜のとみー
(えっ生協関係ないの)(そやねん)

58



吉田燿香留（ひかる）
同志社大学・3年

担当会員：京都大学・奈良教育大学
奈良県立大学

担当分野：新学期・学びと成長

学生委員会では、何の役職
にも着かなかったのですが、
その中でも新学期活動、
総代会活動に注力して

いました～◎

どうすれば、新入生が
来たいと思う説明会になる
かとか、楽しい企画になる
かとかを考えながらできた
ので、とても充実していま

した！！

私の好きなカフェランキング
1：コメダ珈琲店
2：ドトールコーヒー
3：サンマルクカフェ

21年度から22年度にかけて、Withコロナの時代となり、
大学生協としての活動形態も一新されると思います。
そのような中でも、我々学生事務局が、皆さんの
健全な大学生協活動をサポート・実践できるように
頑張って行きますので、よろしくお願いします！！

一年間を共に駆け抜けましょう！

22年度学生事務局

自分を一言で表すと？

お調子のり
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松田佳子（きゃこ）
大学・学年：北海道教育大学函館校

担当会員：関西北陸ブロック京滋奈良全部！
担当分野：健康・安全、環境、広報

【学生委員時代】
・とにかくいろんなことを
新しく開拓してました！
・執行代では副委員長で、
なかなか大変なコロナ禍に
立ち向かいました

【事務局時代】
・北海道ブロック
・新学期と共済と店舗と広
報が担当推進分野でした
・セミナーが大好きだけど、
オンラインセミナーに苦戦
し、betterを模索…。

私の好きな寿司ランキング
1： あじ
2： ぶり
3： 納豆巻き

北海道の地から関西北陸に飛んできました、きゃこです！
学生常勤ということで、責任ある立場をやらせてもらいま
す。京滋・奈良エリアの会員生協全てが22年度、大学生協
として前に進み続けれるように、精一杯頑張らせてもらい
ます！また、関西北陸ブロック全体を盛り上げていけるよ

うに、一緒に頑張って欲しいと思います！
１年間と短い期間ですが、たくさんたくさん話しかけてく
ださい！私も突撃します！よろしくお願いします！

22年度学生常勤

自分を一言で表すと？

きゃこ

▲とあるZOOM会議での１枚
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インフォメーション

月1回(8月はおやすみ)/18～20時or21時

京滋・奈良エリアに設置されており、アットホームな雰囲気で
活動しています🌸

消費者教育、という名前ですが何か少しでも(一部の分野で
も)社会的課題に興味があれば大丈夫◎
タスクチームは、あなたの興味関心が広がるような場です！

【2021年度に行ったこと📝】

・メンバーによる持ち寄り学習会(自分の関心があるテーマ)
→アナフィラキシーやSDGs、食品ロスなど様々なことを考えました！

・学生事務局/外部講師による学習会
・発信物の作成(わたしと消費の未来)
・出前講座(学生委員会の部会等に訪問し、学習会を行う)

消費者教育タスクチーム

↑出前講座の様子 ↑会議の様子(ZOOM)

オブザーバー随時募集！担当事務局までお願いします👍
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月1回(8月はおやすみ)/18～21時(21年度の場合)
学習会やグループ協議、発信物などを通じて関西北陸ブロックや
自大学生協への社会的課題の推進について考えています！

【2021年度に行ったこと🎈一例】

・大阪府職員によるプラスチック学習会
・TFT-UA学生によるおにぎりアクション、TFT
・選挙に関するツイート企画
・Peace Now!舞鶴2021(実行委員を推進委員から募りました。
来年度の募集については未定です)

社会的課題に関心があるけど自大学だと動きにくい…という人
にもおすすめ！他大学の知り合いもたくさんできます◎

社会的課題推進委員会

月1回(8月はおやすみ)/18～21時(21年度の場合)
学習会やグループ協議などを通じて関西北陸ブロック
や自大学生協の共済推進について考えています！

【2021年度に行ったこと】
・共済学習会 ・地域共済セミナーづくり
・給付事例学習会 ・共同引き受けについて
・新学期ロールプレイング

共済をもっと知りたい人やもっと頑張りたい人にオスス
メです。他大学の知り合いもたくさんできます！

共済推進委員会

～関西北陸ブロック推進委員会のご案内～

(各種推進委員会に関する詳細は担当事務局までお願いします)
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この危機を乗り越え、私たちの大学生活と大学生協をよりよくしていく
ためには、多くの組合員の参加と協同で行う組合員活動が重要に！

2022年の組研は、2/15・2/16 にオンラインで開催！

お問い合わせはこちら
全国大学生活協同組合連合会

Tel ：03-5307-1124
Mail：nfuca-soken@univ.coop

実行委員長：角田咲桜
企画局長 ：尾崎 史奈
事務局長 ：林 優樹

組合員活動研修セミナー2022
SOKEN News No.1

全国大学生協連(学)発

2020年11月29日(月)

学生委員長安井大幸

編集者菅野瑞貴

みなさんのご参加をお待ちしております！

学生にとっての
「つながりの危機」

→人と人どうしのつながりを大切に
してより豊かなキャンパスライフ
を送れるようにしたい！

大学生協の
「再生から創造、挑戦へ」

→大学生協の価値や魅力を
発揮できる事業と活動を
考え・実践していきたい！

2０２２年は…

組合員活動研修セミナーでは…

わたしたちの大学生協や
組合員活動について学び、
今までも・これからも大事
にすることを確認！

実際に取り組みたいこと
をイメージして、

これからの活動にもっと
ワクワク！

→組合員活動研修セミナーの学びは、
これからのすべての活動に役立つもの
となってきます！目前に控える新学期
の活動も・通常期の活動も同じです！
そけんが終わった次の日から、「こんな
ことを取り組んでいこう！」と実践に移
していくきっかけとなります。

活動の中で大事にしていきたいことが見つかる！
組合員活動に取り組む理由ややりがいが見つかる！
これからの活動でやりたいことが見つかる！

→「大学生協の魅力って何だろう？」
「自分はどんなところに魅力を感じるん
だろう？」
それをたくさん考えて言葉にし、周りへ
伝えられるようになります！
「組合員活動でこんなことができるんだ」
と、可能性を感じる時間にしましょう！

＜特にこんな人に参加してほしい！＞
・各大学生協での組合員活動をリードしていく
正副学生委員長・学生組織委員のみなさん

申し込み開始は1月上旬を予定しております。
※詳細は12月末発行のNewsにて！
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取り組みをもっと
知りたいあなたへ

K’sNEWS同様、関西北陸ブロックの各会員生協の取り組
みが載っています！
学生委員や職員さんなど企画者自身が記入しており、
K’sNEWSとは異なる視点で取り組みを知る
ことができます✨

QRコードを読み取ると、Google Driveに飛びます

秋の大学生協まつり 取り組みポスター

関西北陸ブロックで行われた各会員生協の取り組みが載っ
ています！
学生事務局が作成しており、ブロック方針からみた
教訓点や企画の良さを知ることができます✨

QRコードを読み取ると、大学生協関西北陸
ブロックのホームページに飛びます

K’sNEWS

関西北陸ブロックだけでなく、全国の大学生協の取り組みを
知ることができます！詳しくは次のページへ！

スタッフオンリーページ
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スタッフオンリーページを活用しよう！
編集：全国学生委員会

スタッフオンリーページとは？

１ ２

３ ４

こ
ん
な
時
、
ど
う
す
れ
ば…

す
ぐ
に
活
動
事
例
や
情
報
に

ア
ク
セ
ス
で
き
る
方
法
あ
る
!?

全国の活動の情報を
手軽に知りたいよ…💦

各ブロックのセミナーの
内容とか知りたいな…

なるほど！
では、実際に

使ってみるね♪

スタッフオンリーページは、大学生協役職員・組織委員のための情報掲載ページです！

スタッフオンリーページの使い方
①「全国大学生活協同組合連合会」
Webページへアクセス！

全国大学生協連

②一番下までスクロールしてください！

③ のボタンをクリック♪

ユーザー名 「univcoop」
パスワード 「news」 ※大学生協関係者以外への

お取り扱いはご注意ください。

○ご意見・お問い合わせ先
nfuca-gakusei@univ.coop

発行：全国大学生協連・大学生協共済連
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スタッフオンリーページの内容
スタッフオンリーページを開くと、
このような画面が表示されます！

UNIV.CO-OP(Web版)
連合会が発行している機関
紙「UNIV.CO-OP」は、
2020年春からWeb版に変
わりました。大学生協の運
営に関わる皆さんに向けた
情報をぜひご活用ください。

大学生協
インフォメーションサイト
セミナー案内や、学生委員会
活動の情報、モデル定款・規
約など、全国大学生協連から
のお知らせを掲載しています。

ブロックNEWS
各ブロックで発行しているニュー
スを閲覧・ダウンロードできます。

セミナー受付一覧
連合会・共済連・各ブロック
主催のセミナー申込は、ここから
可能です。受付中のセミナーを
探す際にも役立ちます。
(別途パスワードが必要です。)

大学生協取得
SNSアカウント
全国の大学生協Twitter
アカウントが一覧できます。

会員生協の調査活用
事例のご紹介
学生生活実態調査のデー
タを、会員生協で活用して
いる事例を紹介しています。

ご提供リンクバナー集
Webサイト作成の際には、
こちらを利用できます。

共済活動のページ
全国共済セミナーやパワー
アップ共済の情報などをアッ
プしています。給付事例学
習会実施マニュアルやタヌ
ローイラストのダウンロードも
こちらからできます。

A2サイト
活動交流サイト“アゴラ” と
情報蓄積サイト“アーカイブ”です。
新学期活動交流会や大学生
協フェスティバルの事例集・ポス
ターセッションのほか、セミナー資
料などを閲覧できます。

大学生協奨学財団のページ
財団からのお知らせや受給者
アンケートなどをアップしています。
ヘルムイラストのダウンロード
ページへもリンクしています。
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関西北陸ブロック 京滋・奈良エリア
21・22学生事務局

みなさんの頑張りを
私たちは必ず見ています

ぜひ一緒に頑張っていきましょう！！

発行日：2021年12月6日


