
会員登録でもれなく3大特典が！

学年別配信の
メルマガは、
タイムリーな
情報が満載！！

1年 生
メルマガ 新生活から先輩に学ぼう！！
『語学や資格の習得はいつやるべきなの！？』など、新生活の不安を解
消してくれる情報を配信！！携帯でもPCでも受信が可能だから、お店の
情報や将来のための情報は見逃しません！

2年 生
メルマガ 成長するために必要な情報！！
大学生活に慣れてきた2年生は、いちばん自分を成長させられる時
期。語学留学はもちろん視野や体験を広げることに挑戦しよう。
withnaviを活用して、ひとまわり大きな自分になろう！

3年 生
メルマガ 就活や進路の準備も万端！！
インターンシップやセミナー参加など、将来の自分を真剣に考える時期が来
ました。運転免許や資格取得もまだ遅くありません。秋から本格的に始まる就
活に備えるための情報も配信します！

4年 生
メルマガ 就活から卒業を最後まで応援！！
春から夏は就活もピーク。この時期に必要な情報をしっかりお届け！！もちろ
ん進路決定後も、想い出づくりや社会人への準備など、悔いのない大学生活
が送れるようサポートします！

そんなとき
役に立つのが
1日単位で
加入できる

友達のクルマでドライブ。免許はあるから
途中で運転を代わって
あげたいけど保険のことが心配。
友達のクルマの保険で補償されるかもしれないけど…。
迷惑かけないように、保険は自分で手配しておきたい。

取扱代理店　株式会社 大学生協保険サービス　
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-12-4 
http://hoken.univcoop.or.jp/ 全国大学生協共済生活協同組合連合会 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-12-4  http://kyosai.univcoop.or.jp/

東京海上日動 1日自動車保険カスタマーセンター

（年末年始を除く平日、土日祝）

学生総合共済 3つのおすすめポイント

学生の声をもとに制度改善を進めています

64万人以上210大学生協 選ばれているのには理由があります。

扶養者の
もしもに備える

生命共済

扶養者死亡保障保険

扶養者事故死亡特約

学生本人の
病気・ケガに備える

生命共済
入院・手術・通院

など

一人暮らしの
危険に備える

他人への
賠償に備える

学生賠償責任保険

入学から卒業まで24時間、
学生生活をトータルでサポートします。

厚生労働大臣認可
大学生協の学生総合共済

共済加入者のための安心サポート 【学生生活無料健康相談テレホン】

※学生生活無料健康相談テレホ
ンの連絡先とご利用方法は、ご
加入後にお渡しする「共済＋保
険ハンドブック」でご案内します。

からだの相談（1回15分程度）
健康状態に関する悩みに専門の相談
員がお答えします。対面では相談しにく
い内容でも時間帯に関係なく安心して
利用できます。

人間関係や進路に関わる問題など臨
床心理士らのカウンセラーが、じっくり悩
みを受けとめます。

こころの相談（1回30分以内）

ヘルスアドバイザー

専門医

メンタルヘルス

専門の相談員がお答えします

看護師・保健師・栄養士
内科・整形外科・精神科・
皮膚科・眼科・泌尿器科・
婦人科・耳鼻科・歯科
臨床心理士など

24時間365日
無料

大学生協　共済

学生にぴったり合った保障内容1

学内の生協窓口で手続き・相談が可能2
病気・事故の予防提案活動3

0120-335-770
受付時間

平日 9：40～17：30 　土曜 9：40～13：00

共済サポート
ダイヤル

withnavi会員に登録しよう！

QRコードから
ご登録いただけます。

一部の生協では別形式にて保護者向けメ
ルマガを実施していますので、案内をご確
認ください。

自分の世界を広げてくれる
学年別のメルマガが
月2回配信！！

生協のお店から
会員だけの情報をGET！！
※お店の情報の内容・配信頻度は大学ごとに異なります。

就活に役立つキャリア形成などの
無料セミナーを
いち早くご案内！！

特典1 特典2 特典3

大学生協が提案する

「生協の白石さん」
  講談社刊行。

大学生協の学食情報サイト
学食情報サイトでは、毎月の「フェアメニュー」のご紹介や、気分や予算で、
メニューの組合せ検索ができます！（アレルゲン検索もできます）
また、大学生協が定期実施している、「食生活相談会」の栄養士さんレポート
も掲載しています。

ぜひぜひ、
大学生活の中で、
ご活用をお願い
いたします。

「学食どっとコープ」
で検索！！

生命共済はケガでも病気でも
入院日額10,000円を200日まで保障

学生賠償責任保険は
示談交渉サービス付き 正課の講義中等も

生命共済は
地震・噴火・津波によるケガも保障

生命共済は
精神障害による入院も保障

国内・海外を問わず
病気入院・事故入院・事故通院を保障

火災共済
家財の保障
盗難家財保障 火災共済

借家人賠償責任保障

より

より

より

保護者の方にも知ってほしい

白石 昌則氏

東京都昭島市生まれ。
90年　　 　信州大入学。
94年  4月   大学生協（東京地域）に就職し、
　　　　　  早大生協に勤務。
04年12月　に東京農工大生協に移籍して工学
　　　　　  部店に勤務。
05年春　   「ひとことカード」がインターネッ
　　　　　  トで話題に。
同年 11月　「生協の白石さん」が発売。

08年11月　東京インターカレッジコープ渋谷 
　　　　　  店長に就任。
11年  3月 「おかえり。5年ぶりの生協の白石
　　　　　  さん」
12年  7月 「生協の白石さん学びと成長」（とも
　　　　　  にボプラ社）刊行。
現在は法政大学生協小金井店店長。
母親の名前は、崎子。

大学生活で
トライすべき4つのこと

白石 昌則氏

東京都昭島市生まれ。
90年　　 　信州大入学。
94年  4月  
　　　　　 
04年12月
　　　　　 
05年春　  
　　　　　 
同年 11月

大学4年間を
どう過ごすかで将来が変わる。
みなさま、ご入学ご進級おめでとうございます。大学生協の白石と申します。

ところで大学生協といえば、文具・菓子・教科書などの販売や食堂など
「学内の売店」というイメージを持たれている方が多いのではないでしょ
うか。実は学内だけでなく、「学外」も含めた学生生活を、生協割引で支
援しています。

本誌では、大学生協の運転免許取得プランや語学留学、体験型海外旅
行、資格取得講座など「学外」で経験するステップアップのご案内を掲
載しています。運転免許取得後に、車を運転することの楽しさや活動範
囲の広がりを体感することは、多くの喜びをもたらすことでしょう。留学
や海外旅行で異文化に触れることにより、文字通り世界観が変わりま
す。また、挑戦した資格を取得することが出来た時には、大いなる自信が
生まれるかと思われます。これらの経験の、結果だけではなく過程その
ものが、のちの就職活動時に効力を発揮するのです。
就職活動直前にビジネスマナーやテクニックを身に付けたとしても、企
業面接官の眼は百戦錬磨です。それだけでは、本番で付け焼刃だと見
破られてしまいます。学生自身のオリジナルPRポイントが何なのかを把
握し、学生自身の言葉で語れるかが肝要です。その時、学生生活におけ
る経験の多さ、または深さが、語る言葉を具体化させ説得力を持たせて
くれます。経験といっても、在学中の会計士試験合格や１年間の長期海
外留学といった、特別なものが必須ということではございません。様々な
経験の過程で感じ取ったことこそが、どの就活対策本にも載っていない
最も頼りになる武器になるのだろう、と私は考えます。免許や資格の取
得、海外旅行などは、まさに経験の過程を得る、絶好の機会です。そし
て、たとえお金が貯まらず海外に行けなかったとしても、その目標に向け
始めたアルバイトで得たものがあれば、それもまた、立派な経験の過程
かと存じます。
また、学内においては本業の勉学研究のほか、サークル活動などでご自
身の感性や特技を磨きつつ、同じ志を持った仲間と楽しい時間を共有
し、辛い時に励まし助け合う場面を経験することで、知らずのうち実践
的にコミュニケーションも学ばれることでしょう。また、ボランティア活
動やインターンシップなどで、学内とは異なる文化や規律を肌で感じる
こともあるかと思われます。これらの経験で得たものの蓄積は、ご自身を
形成する貴重な財産です。社会に発つ前の、最後の学生生活。この掛け
替えの無い期間に、多くの経験を積んで有意義に過ごしていただければ
幸いに存じます。
就活。シューカツ。カタカナにすると、何かのカツみたいで美味しそうで
すね。いずれにせよ、情報という名の「ソース」が重要です。そのソースの
成分は、学生生活そのものです。多くのことにトライし経験することで、
熟成された深い味わいのオリジナルソースが出来上がることを願って止
みません。その秘伝の味は就職活動のみならず、卒業後、社会に出ても
重宝するスパイスとなることでしょう。
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的にコミュニケーションも学ばれることでしょう。また、ボランティア活
動やインターンシップなどで、学内とは異なる文化や規律を肌で感じる
こともあるかと思われます。これらの経験で得たものの蓄積は、ご自身を
形成する貴重な財産です。社会に発つ前の、最後の学生生活。この掛け
替えの無い期間に、多くの経験を積んで有意義に過ごしていただければ
幸いに存じます。
就活。シューカツ。カタカナにすると、何かのカツみたいで美味しそうで
すね。いずれにせよ、情報という名の「ソース」が重要です。そのソースの
成分は、学生生活そのものです。多くのことにトライし経験することで、
熟成された深い味わいのオリジナルソースが出来上がることを願って止
みません。その秘伝の味は就職活動のみならず、卒業後、社会に出ても
重宝するスパイスとなることでしょう。




