


皆様のご入学を生協職員一同、心よりお祝い申し上げます。
静岡大学生協は今から約 年前、皆さんの先輩たちが学生の学内生活を「より豊かで
充実した場にしたい！」という思いから当時、一口 円の出資金を募り設立し学生食
堂の運営から始まりました。
当時の思いは今も引き継がれ、学生、教職員、生協職員が「出資」して「利用」して
「参加」して「運営」をする組合員数約 人の組織です。学生の約 が組合員
となっています。
わたしたちは、皆様から出資金をお預かりし、皆さんの声や参加によって学生生活のほ
んの些細なことから将来につながることまで様々なことでお手伝いできるツールやサー
ビスを提供しています。
これからご卒業までどうぞよろしくお願いします。

静岡大学生活協同組合
専務理事
丸山 晃弘

静岡大学への入学おめでとうございます。

Welcome to 
Shizuoka University!

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大学生活 年間では今まで
知らなかったたくさんのことを体験、吸収できる時間です！
このご時世、自分の周りの環境だけでなく世間的にも大きな変化が多く、先

の見えない不安を抱えていると思います。
私たち生協学生委員会は、皆さんが大学生活について知り不安を解消すると

ともに、よりスムーズに新たな環境に慣れていってほしいという願いを込めて、
この冊子を作成しました。
皆さんの大学生活の第一歩に少しでもお役に立てれば幸いです。

生協学生委員会 冊子編集者一同
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大学生の 年はあっという間！
年間で何があるのかをしっかり把握しておこう！

➢ 対策を十分にしよう！
• 期末テストでは を受験するのでしっかり勉強しよう！

月以前に受験したスコアも利用できるので事前に受験するのもアリ！

➢ 静大の夏休みは ヶ月！
• 帰省、旅行、留学、読書…普段できないことをやろう！
• 学科によっては集中講義が設定されるので見落としのないように注意！

【教員志望】
⚫ 教育学部の場合
• 年生の 月に 週間 実習Ⅰ)
• 年生 月ごろに 週間 実習Ⅱ)
• 年生 月ごろに 週間 実習Ⅲ)
⚫ 他学部の場合
• 年生の終わりで申し込み、 年生で実習

個人差があるので注意
• その他、教職ガイダンス 年生 の参加や

教職の単位を取得する必要がある

【一般企業就職希望】
⚫ 個人差はあるが、 年の夏ごろにインター

ンシップに参加する
企業によっては 、 年生から参加できる
ところも

⚫ 早い企業ではインターンシップ後から、
年前期にかけて、面接・内定

月 月月 月 月

入学式
新歓企画 期末テスト

月

夏休み

学期中にわからないことが
あったら先輩や所属学部の
学務に聞いてみよう！
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➢ 静大祭
• 静大で春フェスに次ぐ大きなイベント！
• いろんなサークルが展示や出店を出すので色々見て回ろう！

➢冬休み
• 長さは約 週間
• ここでも集中講義が設定されているので取り忘れのないように注意！

➢春休み
• 長さは約 ヶ月
• 夏休み同様、普段できないことをやる絶好のチャンス！
• 期末テストは、ちゃんと勉強しよう！ 体験談

【大学院進学希望】
⚫ 人文社会科学部の例
• 願書提出は 年生の 月下旬

月末ごろから資料を集め研究計画書を書いて提出
• 試験は 月上旬

内容は専門科目 研究したいこと 、
英語、面接

⚫ 学部・学科によって時期や内容は異なるので注意！

【公務員志望】
⚫ 生協の公務員講座は 年の 月ごろから

開催される
⚫ 試験時期は省庁によって異なるが、

一般に 年の 月末から 月ごろまで

月 月 月 月 月 月

後期スタート 静大祭

春休み

期末テスト

その他、静大の新歓イベント
➢
• 大学についていろいろ知ることができるよ！入学前から先輩と仲良くなっちゃおう！

➢ 春フェス
• サークルがそれぞれ出し物をする大イベント！サークル選びの参考になるかも…？
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活躍場面はたくさん！でも、どんな時に使うの？

大学の図書館に出入り
するとき、本を借りる
ときも使うよ！

ちょっとした飲み物を
買うときに小銭を
探さなくていいから便利‼

・お店で学生割引を使うとき
・本人確認が必要な時
・大学の証明書自動発行機（学割などが発券
できるよ！）を利用したいとき
などなど……

①身分証

・なんと学生証はキャンパスペイという
電子マネー機能搭載‼

・大学内の食堂やショップ、一部の自動
販売機で利用可能！

・他にも食堂で使うことのできる食堂パス
もあるよ！

②電子マネー機能
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と
学生証には決済システムが
２つ搭載されているけれど…どう違うの？

食堂パス キャンパスペイ

・食堂で使える定期券
・ 年の初めにあらかじめ購入する
・ 日の利用限度額が決まっている
・食堂以外でもフードショップ銀
杏の一部商品に使える

・大学内のショップ、食堂、一部
自動販売機で使える電子マネー

・残金がなくなったら、レジで
チャージができる

大学のある日の食事に
食堂で使うことができる

定期券

簡単に言うと…

大学内で使える
電子マネー

筆者は食堂パスを使ってお昼ごはんを食べたり、ショップのレジはキャンパスペイを使った
りと学生証を毎日重宝しています！
みんなも学生証をバリバリ使っていこう‼

使いこなそう！

生協・共済加入と同時にキャンパスペイの
入金手続きをしていたら、学生証をもらって
キャンパスペイを初めて使うときにショップ、
食堂のレジでチャージができる！

キャンパスペイの
初回チャージの仕方
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林 万葉
人文社会科学部・社会学科 年
下宿生

．どのようなサークルですか？

．どこでそのサークルを知りましたか？

．活動頻度や活動時間を教えてください。

アカペラです！外部のイベントやライブにも出演します！

入学式での紹介で知りました！

バンドにもよりますが、 時間程度の練習を週に
回行っています！全体の部会は水曜の から

時間程度行っています。（今年はコロナのため無し）

鈴木 紫陽
人文社会科学部・社会学科 年
下宿生

①社会の諸問題について考え、議論するサークルです！

②お昼を食べつつ気になるニュースについて気軽に話します！

．どこでそのサークルを知りましたか？

①大学の公式 、②大学の掲示板のビラで知りました！

．どのようにしてそのサークルに入りましたか？

３．サークルの入り方を教えてください。

①②どちらも、活動時間に活動場所に直接足を運んでサーク
ル活動に参加しました！公式 への もしました。

公式 への などから活動に参加できます！

．活動頻度や活動時間を教えてください。

①毎週水曜 ～ に人文 棟 で活動しています！

②毎週金曜 から大学会館 階で開催しています！
サークルや部活を掛け持ち

してる人もいます！

部活動やサークル活動に参加することも大学生活の楽し
み方の一つです！様々なサールに所属するみなさんにイ
ンタビューをしてみました！

．どのようなサークルですか？

．どこでそのサークルを知りましたか？



．どのようなサークルですか？

管楽器と弦楽器とが一緒にオーケストラを奏でる楽団です。

．どこでそのサークルを知りましたか？

大学のサークルについてのパンフレットで知りました。

中村 萌々花
人文社会科学部・言語文化学科
２年 下宿生

松竹 胡海
理学部・地球科学科 年
寮生

小澤 真由
人文社会科学部・社会学科 年
実家生
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．サークルの入り方を教えてください。

管弦楽団の公式ラインを追加し、そこから自分の希望パートの先
輩を紹介してもらい、７月から団の見学にも行って入団しました。

．どのようなサークルですか？

普段はタイヤを叩いて練習してます。演奏会や静大祭、地域の
お祭りといったイベントでは太鼓を使って演奏しています。

．どこでそのサークルを知りましたか？

入学時にもらったサークル紹介の冊子を見て知りました。

４．活動頻度や活動時間を教えてください。

週 回、木曜 時～ 時、土曜は 時～ 時です。私は週
回、先輩から 時間程度、時間外にレッスンを受けています。

３．サークルの入り方を教えてください。

サークルの から練習時間などを調べて参加しました。

４．活動頻度や活動時間などを教えてください。

練習は木曜日と土曜日の週 日です。練習時間は
木曜日 ～ 、土曜日 ～ です。

１．どのような活動をしていますか？

エレキギター・シンセサイザー以外の楽器を使って、
様々なジャンルの曲を演奏してます！

２．どのようにしてサークルを知りましたか？

パンフレットで知りました！

３．サークルの入り方を教えてください。

公式 への か、文化系サークル棟の生音楽
同好会部室に行くと参加できます！

４．活動頻度や活動時間などを教えてください。

週一回、木曜日 ～部会を行っています！
だいたい月一回ライブを開催しています！



．どのようなサークルですか？

．活動時間にバスケットボールをしています！

．どこでそのサークルを知りましたか？

．先輩に紹介してもらいました。

．サークルの入り方を教えてください。

．活動場所に行くと参加できます！

．バドミントンや、各種イベントを行っています！

．新入生向けに配られていたビラで知りました！

４．活動頻度や活動時間を教えてください。

．週 回、月曜日は ～ 時、木曜日は ～ 時に
活動しています。

．活動場所に行くと参加できます！
場所や時間は 等で。

．週 回、木曜日に活動しています！時間は ～ 時
または ～ 時です 週により異なります

．大会前は演武の練習、普段は昇級・昇段試験に向けて
技の練習をしています！

．入学式の時の勧誘で知りました。

．週 回、火曜日は 時半～ 時半、木曜日と土曜日は
時～ 時に活動しています！

．部活動を見学、体験しに行って入部手続きをしました。

．ディスクを使う、アルティメットというスポーツを
しています！

．入学式の部活動紹介で知りました！

． で連絡をすると、活動に参加することが
できます！

．週 回、月曜日は ～ 時、木曜日は ～ 時、
土曜日は普段は 時間程度活動がありますが、
たまに 日遠征の日があります。

内藤 由里子
地域創造学環・スポーツプロモーショ
ンコース２年
下宿生

鈴木 義己
教育学部・社会科教育専修２年
下宿生

林 小春
人文社会科学部・言語文化学科２年
下宿生

足守 泰成
理学部・生物科学科２年
下宿生10
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．仕事内容を簡単に教えてください

．仕事内容を簡単に教えてください

自宅からは車で１０分、または学校帰りに
駅から徒歩１０分かかります。

席のご案内や注文、テーブルの片付けなどです。

２．どのようにしてバイトを探しましたか？

レジ打ち、品出し、揚げ物の調理、清掃などです。

知り合いの方を通じてです。

．仕事内容を簡単に教えてください

３．通勤手段と通勤時間を教えてください

４．週何日、何時間くらいアルバイトをしていますか？

週３回で、平日３時間の休日９時間です。

自転車で約１０分です。

先輩の紹介を通して始めました。

中学生にマンツーマンで勉強を教える
仕事と、お弁当を作って売る仕事です。

３．通勤手段と通勤時間を教えてください

４．週何日、何時間くらいアルバイトをしていますか？

２．どのようにしてバイトを探しましたか？

平田 真世
人文社会科学部・社会学科１年
下宿生

小島 歩
教育学部・社会科教育専修 年
下宿生

辻 真衣子
地域創造学環
アート＆マネジメントコース 年
実家生

先輩たちにアルバイトについてのインタビューをしまし
た。是非、お役立てください！

週 、 時間。シフトの希望が通りやすいです。

４．週何日、何時間くらいアルバイトをしていますか？

２．どのようにしてバイトを探しましたか？

３．通勤手段と通勤時間を教えてください

バイトアプリ、タウンワークなどを利用しました。

自転車で５分くらいです。

週３回、８時間ほどです。



．仕事内容を簡単に教えてください

高校生までに、個別で勉強を教えています。

．どのようにしてバイトを探しましたか？

高校時代の先輩に勧めてもらいました。

角替 晴信
農学部・応用生命学科２年
実家生

秋山 朋花
理学部・生物科学科２年
下宿生
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暮林 響香
理学部・化学科２年
実家生

．通勤手段と通勤時間を教えてください。

自転車で 分ほどです。

．仕事内容を簡単に教えてください

中学生に勉強を教えています。

．どのようにしてバイトを探しましたか？

友達の紹介です。

４．週何日、何時間くらいアルバイトをしていますか？

週 回、それぞれ３～４時間（授業 コマ分）です。

３．通勤手段と通勤時間を教えてください。

自転車で 分ほどです。

４．週何日、何時間くらいアルバイトをしていますか？

週 日、それぞれ 時間ほどです。

１．仕事内容を簡単に教えてください。

塾は、小中高生対象の個別指導で、基本的には自分 人
で生徒 人に教えています。主に英語と理系科目の授業
を担当しています。
家庭教師は、生徒のお宅に伺い、勉強を教えています。

２．どのようにしてアルバイトを探しましたか？

塾は友人の紹介で、家庭教師は塾の教室長から依頼されました。

３．通勤手段と通勤時間を教えてください。

４．週何日、何時間くらいアルバイトをしていますか？

多いときは週 日あります。基本的には３～ 時間です。

電車と徒歩で ～ 分です。
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中村 萌々花
人文社会科学部・言語文化学科２年
下宿生

．仕事内容を簡単に教えてください

．品出しや接客をしています。

．どのようにしてバイトを探しましたか？

．先輩に紹介してもらいました。

．通勤手段と通勤時間を教えてください。

．自転車で 分ほどです。

稲葉 雅哉
教育学部・社会科教育専修２年
下宿生

．レジ打ちや商品の品出し、商品の管理などをしています。

．友達に紹介してもらいました。

４．週何日、何時間くらいアルバイトをしていますか？

．週 回、平日は ～ 時間、休日は ～ 時間です。

．自転車で 分ほどです。

．週 日、合計 時間程度です。

．料理を作り、提供しています。

．先輩に誘われて始めました。

林 万葉
人文社会科学部・社会学科２年
下宿生

．週 日、 回 時間ほどです。

．平日授業後は電車で 分、休日は電車で 時間程です。

．接客と簡単な調理をしています。

．ネットの求人サイトを利用しました。

．基本的には自転車で、雨の日はバスを使います。
時間は 分です。

．週 ～ 回、 回 ～ 時間程度です。

小林 響太
教育学部・英語教育専修２年
実家生

中村 萌々花
人文社会科学部・言語文化学科２年
下宿生

稲葉 雅哉
教育学部・社会科教育専修２年
下宿生
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感染症対策で対面授業が減り、気軽に連絡を取り合
える友達ができないかも…
新入生のみなさん、そんな不安を抱えていません
か？そこで、同じ状況を昨年の春に乗り越えてきた
先輩たちに、交流の仕方を教えてもらいました！

① の「 春から静大」を活用する！
見たことがある、すでに活用している人もいると思いますが、例年 や

などの で、ハッシュタグを利用して
交流が行われています！
「投稿に返信したり を送ったりして、気が合い
そうだったら学内で合流してみた」
などの声がありました！入学前後は、 より

の利用が多いようです。

②英語や体育の対面授業で交流！
年は、英語などの語学の授業、体育の授業は対面で行われ、ペアワークや

グループワークなどの交流する時間がある授業が多い科目になっていました！
他愛もない会話は対面の方がしやすいという人も多いと思います。 年度は
変更の可能性もありますが、対面授業があれば声をかけてみましょう！

③ の授業で交流！
昨年は新入生セミナーが で行われ、人数の多い学科も少人数のグループに
分かれて交流する時間がありました。自己紹介などもあり、趣味があいそうな仲
間を探す絶好のチャンスです！ 授業時に顔を覚えて
おいて、対面授業で声をかけたという話もありました。



生協学生委員の では、コロナ禍で様々な情報を取り入
れにくい皆さんに向けて、「自炊応援企画」などの企画、質問
箱で受け付けた質問の回答などを行いました！
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また、静大生の 日という、学科ごとの先輩の 日のスケジュール
や、生活についてまとめたものをウェブサイトに掲載する予定です。
静岡大学生協のホームページもチェックしてみてください！

「コマ」
静岡大学では、コマという単位を使って講
義の時間帯を示します。また、２コマと３
コマの間に昼休みが入ります！

「空きコマ」
講義の取り方によっては、講義と講義の間
に何コマ分か空き時間が生まれることがあ
ります。これを「空きコマ」といいます。

コマ数
（時限数） 時間

コマ
， 時限 ～

コマ
， 時限 ～

昼休み ～

コマ
， 時限 ～

コマ
， 時限 ～

コマ
， 時限 ～

ぜひ見てみてください！



失敗談の樹
失敗から人は学ぶ。繰り返さないよう、気をつけて！

確認を怠ったせいで、
初の対面授業の時間を
間違えてしまった。

▲自己責任ですもんね、
時間の確認大事です！

本来取るべきでない
講義を取ってしまった
▲履修登録取消期間も
あるので要確認です☝

大学近くで一人暮らし。朝多少
遅くても大丈夫と思っていたら

コマ寝坊した…。
▲全然大丈夫じゃなかったー！

レポートを書こうと、大学にパ
ソコンを持って行ったが充電を
しておらず、ケーブルもなく、

ほとんど使えなかった。
▲やる気なくしますよね ｡ ｡

実家暮らしの方へ。
友達と遊ぶ時は時間を
気にしなさい。私みた
いに最後のバス乗り逃
がしかけるから☆
▲教訓ですねオンラインだったため間に

合ったが、朝方まで勉強し、
起きたらテスト開始時間を過
ぎていた。◀やりがち、わか
る～ってダメダメ ﾟ ﾟ

急いで家を出たら電車
とバスの定期を忘れ、

円以上無駄にした。
▲もう二度としない

ように…｡ﾟ ﾟ´Д｀ﾟ ﾟ｡

レポートボックスに課題を出し
に大学へ行ったが、閉まってい
て提出できなかった（メールで
も受け付けていたため間に合っ
た）。◀救われましたね笑

課題の送り先アドレスを間
違え、先生に正しく届いて
いなかった、気づいたのは

提出約一週間後。
▲アドレス確認は超重要！

教職に必要な単位を
取り忘れた（その後
学務に相談し、取り
返せることが判明）。
▲困ったら即相談！
教職は科目数が多い
ので気をつけて～

16
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I

K

P

J

Q

A

B

C

D

F
G H

R

バス停
「静大片山」

バス停
「静岡大学」

実際に大学に訪れる機会が少なかった新入生の皆さんに、大学構
内を紹介します！位置が分かりにくい建物もあるので、チェック
してみてください～！

定年坂
静大片山のバス停側から構内
に入るときに通る坂。

M

L

N
O
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・海抜
・別名「天空の城」…静大頂上にあります！

たどり着くのにも一苦労？

人文社会科学部棟

・海抜
・別名「不夜城」…研究のため夜も明かりが

ついています！

理学部棟

・海抜
・別名「迷宮」…建物の造りがとても複雑！

迷わないようにご注意！

教育学部棟

・海抜
・別名「陸の孤島」…他の学部棟から離れた

場所に！新しくて綺麗！

農学部棟

・文化系のサークルや部活が活動をしています！

【 階】生音同好会 演劇部
【 階】龍韻太鼓 邦楽部 美術部 将棋部
【 階】軽音 研 吹奏楽団 マンドリン 他

文化サークル棟

A B

C D



・専門書から小説・新聞まで、様々なジャンル

の蔵書があります。

・本を借りる際には学生証が必要になります！

図書館

・ 階建ての建物
・ ： 防火センター
・ ：フリースペース 保健センター
・ ：ホール
保健センターは健康診断の会場に
なります！ をよく利用する人は場所
を覚えておくといいかも！

大学会館

・体育の授業などで使用！
・体育館は二階建てで、 階が柔道場と卓球
場になっています。

・さらに坂を登っていくと、片山寮や陸上
競技場、野球場もあります！

体育関連施設

F

G

H

集中して作業したい
人におすすめの
個人ブースも！！

19



・建物の一番下が 階から始まるので注意！
・英語や初修外国語など、 年生はよく利用
する棟です。

・各種証明書や学割を発行する機械があり
ます。

・レポートボックスも設置されていて、こ
こにレポートを提出することもあります。

共通教育 棟

・ 棟より大きめで、傾斜のある教室が３つ
あります。

・ピロティには、英語などのクラス分けが
発表される掲示板があるので要チェック！

・休講情報もこの掲示板で確認！

共通教育 棟

・ 棟同様、ここにも掲示板があります。
・パソコン室やコピー機があり、授業で使
用していないときは利用できます！
必要な時は積極的に使いましょう！

共通教育 棟

I

J

K
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共通教育 棟

共通教育 棟

・ 棟の はプレハブの ！
・他の教室とは違い、教室に入るときには
靴を脱いで、教室に置かれているスリッ
パに履き替えます！

共通教育 棟

・人文社会科学部棟でありながら、共通教育 棟
の下、フードショップ銀杏の横という他の人
文棟とはかなり離れた位置に存在しています！

・人文棟だから…と確認せず登ってしまうと戻っ
て来なければいけないため注意！！（筆者は初
回授業時、間違えて上まで行きました）

人文社会科学部 棟

M

L

N

O

・普段の講義ではあまり利用しません
が、実験室があるため、理学部の生
徒はここで実験を行うことが多いで
す！

・他の共通教育棟と少し離れていて、通
ることの少ない場所にあるので、授業
がある場合は確認しておくといいかも！

⚠特に間違えやすいので注意⚠
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おやつにも、
ごはんにも！

焼きたての
菓子パンや
総菜パン

※営業時間や商品は変更になる可能性があります

銀杏
場所：定年坂の中腹

営業時間：平日 ～

・弁当やお菓子、食堂の手作り丼ぶりなど
を主に取り扱っているショップです。
・２階にラウンジがあり、座って食事がで
きます。
・焼き立てパンの販売があります！

１ ：フードショップ
２ ：ラウンジ／生協総務

銀杏でも、この冊子を作っている
生協学生委員会が様々な企画を行ってい
ます！ 写真は 年のものです

年度は中止になってしまいました
が、静大生みんなが楽しめる企画を今後
も行っていきたいと思っています！
また銀杏の清掃など、皆さんが心地よく
銀杏を使えるように活動しています！

↑店内清掃の様子

←ハロウィン企画

その他学部店の紹介
教育ショップ 農学ショップ

場所：教育学部 棟 階
営業時間：平日 ： ～ ：

場所：農学総合棟 階
営業時間：平日 ： ～ ：

P

B D
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ペンやルーズリーフ
レポート用紙、
ホッチキスなど、
豊富な品揃えで
忘れ物をしたとき

も安心！

静岡ショップ
場所：第１食堂の真下

営業時間：平日 ～

書籍、 などの情報機器、文具、自動車学校、
レンタカー、公務員講座など、多くの商品を
扱うショップです。何か困ったことがあれば
静岡ショップに相談しましょう！

関数電卓や
白衣、保護メガネなど
授業で使う教材

レジでは
や公務員講座の

申し込みができる！

国内外の旅行手配や、
レンタカーの申し込み
などができるトラベル
センターも！

生協で買ったパソコンや電子
辞書のトラブルはレジ左横の
カウンターで対応して
もらえる！ カードや
マウスの購入も可能！

自動車学校の出張所もあっ
て、説明を聞くことや入校
の申し込みが可能！

Q
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第１食堂
場所：共通教育 棟向かい

営業時間：平日 ～
～

・静岡キャンパスで最大規模の食堂！
・平日のお昼と夜に営業していて、夕食も
食べられる唯一の食堂です！

・ケーキやモンブランなど、ここにしかない
デザートがあります！

・おかず・定食は右手のドアから、丼物と
麺類は左手のドアから入って注文しよう！

・昼と夜の間の時間は開いていないので注意！

丼もの
麺類

ピーク時は写真のように、注文レーンが
かなり混雑してしまいます…！
空きコマがあるときは少し早め 少し遅め
の来店がおすすめです！

第１食堂 時間別利用者数

おかず
定食

Q
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第２食堂
場所：大学会館の階段下

営業時間：平日 ～

・一番標高の高い場所に位置する食堂。
・人文社会科学部と教育学部は学部棟から
近くて便利！

・丼もののメニューが豊富です！

第３食堂
場所：農学総合棟 階

営業時間：平日 ～

・一番新しくて綺麗な食堂！
・スペースが限られているので、空いている
ときを見計らって行くのが ！

・農学ショップと隣り合っています！

静大生協の公式 では、
毎日の各食堂のメニューや、
トラベル関連の情報など

静大生協の 公式アカウントでは、
教科書販売やショップの営業案内、
食堂のおすすめメニューなどのお得
情報をお届けしています！

R

D
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静岡大学では入学後に必ず、いずれかの委員会を
選択して所属することになります。ここでは現在
活動する つの委員会を紹介します！
委員会選びの参考にしてみてください！

協委員会生 生協委員会
生協学生委員会
（通称 ）生協及び生協委員会は、

私たちの大学生活をもっと良く！をモットーに活動中！

生協委員会に所属している有志で生協学生委員会 通称 を組織し、週に 回程定例会
をしています！

は、春に新入生の大学生活のスタートダッシュ
を応援する新歓企画 の運営
や本冊子の作製を実施！春以外の時期も生協のお
店で行うイベントの企画・運営や 公式
での情宣などをしています。

に入るにはどうするの

①学部ガイダンスで行う委員会分けで
「生協委員会」に入る
②学部ガイダンス後に実施する
「生協委員会」の集まりにて、
を募集するのでその時に

「 やりたい！」と先輩に声をかける

生協学生委員会公式アカウントも
アカウント：＠

アカウント： フォローしてね！

▲大学祭での健康フェスタの様子

▲ 定例会の様子

26



大祭実行委員会静
僕達は、 月の「春のビッグフェスティバル」と 月の「静大祭」の企画・運営をしてい

ます！
情宣物の作成、団体さんとのかかわり、お化け屋敷やミス・ミスターコンテストなどの本部
企画の作成などに関わりながら、みなさんのやりたいこと・得意なことを生かせます！他の
サークルと掛け持ちしても大丈夫！大学生活に大きなやりがいや学部を超えた多くの仲間、
将来につながる経験や知識などを手に入れられること間違いなし！
興味があったら、共通 棟 階 こころの相談室下 の委員会室まで遊びに来てくださいね！
みなさんの参加を心よりお待ちしています！

学祭実行委員会農

毎年静大祭と同時開催している「農学
祭」の企画・運営をしています！採れた野
菜を販売する「野菜市」や植木を販売する
「植木市」の開催、また、ステージを設け
てのライブなども行っています。 月に開
催される春のビッグフェスティバルでも
ワッフルなどの出店を行っています。
農学部限定の委員会なので、農学部の友人
や先輩と仲良くなりたい人、農学祭を盛り
上げたい人はぜひ参加してください！

学新歓委員会全

公式 「静大祭」で検索！
＠
＠

新歓委員会は、各学部の新入生歓迎企画である「プレ入学式」や「新歓合宿」などの企
画・運営を 行う委員会です。主に新入生が入学してくる春頃に活動しています。企画内容は
学部によって異な るので、各学部ならではの楽しみがあります。同じ学部・学科の同級生や
先輩方と交流する機会が とても多く、様々な人と仲良くなれるチャンスが多いのが特徴です。
交友関係を同学部の他学科や 他学年にも広げたいと考えている方におすすめします

27



28

生協に「声」を届けよう！
生協は、私たちの大学生活がよりよくなるように活動し
ています！私たちが利用しない手はないですよね！

生協はみんなの声を聞きたい！
食堂にショップに共済に…

そう、生協はみなさんの大学生活をいろいろな形で

サポートしているんです！生協に生協への要望など、

私たち組合員の「声」を伝えちゃいましょう！

方法②：声カードに書く！

あんなこといいな～できたらいいな～ ♪
「食堂でこんなもの食べたい！」
「ショップに○○を入荷してほしい」
そんなアナタの声、生協に届けてみませんか？
各店舗に設置してあるこの紙に書いて、置いてある
箱に投函すると生協の職員さんが返信をくれます！

方法①：総代になる！

総代は「組合員の代表」です！「総代会」で行った、新歓イベントについての意見交流をする
グループワークや、「総代ミーティング」にて「声」を発していきます！

組合員って？
生協に加入している人
のこと！

総代会って？
月頃に開催される静大生協の

将来を決める場です（重要！）
総代が集まり、生協の運営の方
向を決めます！
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「 共済 ？ 」
共済 学生総合共済 は大学生のための保障制度で、
ケガや病気などの大学生活のリスクに対応しています！

交通事故でケガをする！
（治療費はもちろん、今まで徒歩で通学し
ていたけど公共交通機関を使わないといけ
なくなった！交通費もどうしよう）

不慣れな生活でストレスがたまる
（誰かに相談したいけど、どこに相談
すればいいんだろう…医療機関に相談
してみたいけど、お金かかるしな…）

生協総務では、
共済金給付の相談以外に
も、様々なサポートを受
けることができます！

共済金給付申請手続や質問
は銀杏2階の生協総務へ！

保障内容については、学生総合共済パンフレットを
ご覧ください

▲「大学生協の学生総合共済」
よくいただく質問
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Hello! My
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！ 新たに始まる大学生活、
楽しみですね！そしてもちろん不安も多いと思います。 そこで！私たち生
協学生委員会が主催する （通称：ハロマイ）では、
入学前に友達を作ったり、先輩から話を聞いたりすることができます！ ぜ
ひこの機会をお見逃しなく、楽しい大学生活のスタートを切りましょう！

大学生活の気になることを
どんどん聞いて不安解消！

みんなでわいわい
ミニゲーム！

先輩方から学科の
アレコレが聞けちゃう！

今年は で開催！
パソコンやスマホから

参加できます◎

※写真は 年のものです
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Campus 2021
例年は学部関係なく 日間に分けて大学で行っていましたが、
今回は学部で日時を分けて、 での開催になります！

月 日 月
《教育学部・学環》 ～ 受付開始
《農学部》 ～ 受付開始

月 日 水
《理学部》 ～ 受付開始
《人文社会科学部》 ～ 受付開始

※時間は変更になる可能性があります

参加には事前申し込みが必要になります！
生協学生委員会の にて、新歓企画の
最新情報を発信しています！申し込み方法についても
を通してお知らせするので、そちらから事前申し込みをお願いします！

申し込みについて



読者アンケートにご協力お願いします！

まずは「入学準備説明会」へ！
下宿を探す人は、「新入生サポートセンター」へ
ぜひお越しください！
私たち生協学生委員もお待ちしています！


