
2022年
大学生活説明会



ご挨拶
京都教育大学生協
理事 大友 浩一



合 格
おめでとうございます！



○新型コロナウイルス感染対策について



○配布物について
・配布資料

—スライド冊子
—大学説明会確認シート
—アンケートのお願い
—大学進学ガイドブック
—下宿生交流会チラシ
―質問カード（保護者様用）

・仮ミールカード



○諸連絡

①食堂の仮ミールカードについて
・本日の昼食時に利用できる500円分の食堂利用券です。
・各自無くさないようにお持ちください。

②冊子について
・本日のプレゼンとリンクした内容になっております。
・プレゼンの補足資料としてお使いください。



○大学生活説明会の流れ
大学生活説明会

10：00 オープニング・挨拶
10：05 京都教育大学生活協同組合について
10：15 京都教育大学生協 学生委員会について
10：20 京教生の4年間
10：４５ スーツについて
10：５０ ひとり暮らし
1０：５５ 学生総合共済
11：０５ ミールカードについて
11：15 パソコンについて
11：35 各種お手続きについて

説明会終了１２時の予定です



○本日のタイムスケジュール
時刻 新入生 保護者

１０：００ 大学生活説明会

１２：１０ 食堂にて昼食

１３：１０ 合格者の集い 質問受付中（食堂）

終了後 個別質問会（先輩学生も答えます！）

全体終了は１４時１０分頃の予定です



京都教育大学生協について



自己紹介

田中崚太（たなかりょうた）
社会領域専攻新4回生
滋賀県在住
塾講師
好きなものはクルマ
Mr. Childrenファン



まず、生協とは？？？

大学生活協同組合の略称！

生 協大学



院生

学生＝みんな

教授・職員

留学生

食堂
購買
書籍

大学生協

商品・サービスの供給

組合員

お
金

（
出
資
金
）

運
営

(

総
代
会)

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
★「出資」「利用」のほかに、「運営」の要素も入れたいナー！お金をはらって、それで提供してもらってるだけの関係じゃないよね。さらに、その運営の場が「総代会」なのだよって言えたら最強。12スライド目で運営参加の場って出てくるから、そことうまくつなげれたらもっといいなーという気持ち！（ついでに、運営に参加する方法として年1回の総代会だけじゃなくてひとことカードのこととかもあるよねとか言えたらもっとよき）（ごちゃごちゃしちゃうなら無理にはいれなくていいかもだけど！）



京都教育大学生協とは

京都教育大学の組合員（学生、教職員など）の一人ひとりが
お金を出し合い（出資）、みんなでお店やサービスをつくり
（運営）、使っていく（利用）組織！

具体的には何してる？

より良い生活みんなで
作リーヨ！



生協のお店紹介



食堂

すばる

購買

書籍

生協のお店



食堂

すばる

購買

書籍
食堂入り口





食堂

すばる

購買

書籍

大人気！すばるのお弁当！



すばるの写真



食堂

すばる

購買

書籍

生協のコンビニ！



いろんなパン！ 各種ドリンクも！



おいしいコーヒー ポッキーフェア

iTunesカード！

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
時間があれば、運営に触れる



食堂

すばる

購買

書籍

書籍の入り口



教育系の書籍

情報機器



書籍の窓口では

下宿生への
住まいの相談

自動車教習所
の紹介・申込

ほしい本の
お取り寄せ

などなど

共済の
確認・申請

パソコンの
修理

レンタカー
の申し込み



いろいろと紹介してきましたが

・組合員になると具体的に
何がいいの？
・他のお店との違いは？
・実際のところ、便利？



組合員のいいところ

・組合員価格で、利用できるのでお得！！
ex)教科書１０％引き,本・雑誌８％引き等

（非組合員の場合５％増しのお値段に．．．）

・みんなで出し合ったお金（出資金）は
大学卒業時に返還される！



便利なところ

・ICカード支払いで、キャッシュレス決済！
→学生証と一体化されている！
→使うとポイントが貯まる！（食品系のみ）

（学生証の裏）

組合員の証！



京都教育大学生協加入率は

なんと加入率約97％以上！！！

ほとんどの人が
加入してる！！

便利さとお得さを実
感してる証拠だね！！



京都教育大学生協は

みなさんのより良い大学生活に貢献します！



詳しくはこちらをご覧ください



京都教育大学生協学生委員会Pegasus☆



自己紹介

名前 六島新菜(にいな)

領域 教育学専攻新3回生

出身 京都府

所属 生協GI、FSC

バイト 薬局、塾

趣味 カフェ巡り



このパーカーに見覚えありませんか？

とにかく
赤い🍎🍎

胸元には
ペガサスが�



実は…この人たちが生協学生委員なんです！



ところで、生協学生委員会って一体なに？

「組合員の学生生活をより良いものに」をモッ
トーに、大学生協(食堂、購買、書籍等)と組合員
(京教生、教職員等)を繋ぐ役割をしています！



大学生協 組合員

食堂 書籍

購買

学生・院生

教授・職員



生協学生委員会の活動をみてみよう！

①新学期活動(１～４月)

②その他の活動



①新学期活動(1～4月)

１．大学生活説明会
２．合格者の集い
３．はるなび
４．下宿生交流会
５．PC講座



合格者の集い



はるなび 今年は4月2日(土)開催



下宿生交流会 今年は4月18日(月)開催



PC講座



②その他の活動

１．部会
２．自転車無料点検会
３．食生活相談会
４．購買のイベント

などなど



部会



自転車無料点検会



食生活相談会



購買のイベント



1．“誰かのため”に行う活動が回りまわって

“自分のため”になるところ

2．“自分たちの”大学生活を

“自分たちの手で”よりよくできるところ

3． 自分が成長できる機会が盛りだくさんなところ

私が思う学生委員になって得られるもの



生協学生委員、絶賛募集中！



京教生の4年間



●自己紹介
名前 ： 宮本 梨瑚（みやもと りこ）
専攻 ： 社会領域専攻新４回生
出身 ： 岡山県高梁市
所属 ： 生協学生委員会Pegasus☆
バイト ： 個別指導塾の講師
趣味 ： 漫画、バレーボール、だるま



大学生って楽しい!!



分からないことも！？

教室どこ！？

お金ない！！

実習無理～

授業ってどうやって
組むの？



○京教ってこんなところ
特徴①

6つの附属学校園(実習先が充実）

特徴②
教員になるために充実したカリキュラム

特徴③
複数の免許が取れる



私が取得予定の教員免許など
・小学校教諭1種
・中学校教諭1種（社会科・国語科）
・高等学校教諭1種（地理歴史科・公民科・国語科）

・学校図書館司書教諭



大学生の1日
授業時間

１時限 ８：４５～１０：１５

２時限 １０：３０～１２：００

（昼休み） １２：００～１２：５０

３時限 １２：５０～１４：２０

４時限 １４：３５～１６：０５

水曜日は、ほぼ全員が２時限までです



自己紹介

• 名前：田村健二
• 出身：大阪府高槻市
• 専攻：社会領域専攻新４回生
• 趣味：野球、YouTube(レイクレ)
• 所属団体：生協学生委員会、POND、FOX
• 使用電鉄：京阪電鉄
• 好きな歌手：Saucy Dog、マカロニえんぴつ



とある大学生(自宅生)の１日

7:00→起床(朝ごはん僕は食べる時間ないですが皆さんは食べま
しょう)
7:50→出発(自転車で駐輪場、京阪電車で墨染、徒歩で大学)
8:44→大学到着(もっと早く到着しておきましょう)
8:45→１限目の授業スタート(息切れしながら授業スタートです)
16:05→４限目終了(サークルや勉強や遊びやバイトに出かけます)

早寝早起き朝ごはん、丈夫な体、底なしの体力を身に付けよう！



空きコマ、放課後の時間の
使い方

• すばるで課題
• ゲーム(ウイイレ、プロスピ)
• サークル
• 四条・京都駅に買い物
• 睡眠



実家生としての心得
• 早寝早起きをすること
• 自転車で爆走するための強靭な太ももを身に付けること
• 時間がなくても朝ごはんは食べること
• 下宿生の友人の家に服とタオルを完備しておくこと
• 下宿生の友人に頼りすぎないこと
• 日々親に感謝すること



とある大学生(下宿生)の1日
8：00 おはよう（今日も今日とて朝ごはんを食べる時間は無い）
８：４０ いってきます（もっと早く出た方がいいよ☆）
８：４４ 教室到着（4分で着くのは下宿生ならでは）
８：４５ 1限開始（やはり息切れ）
16：05 4限終了（お疲れサマンサ）
16：１０ ただいま（ちょっとゆっくりめに帰るよ）
１６：４５ バイト
２２：３０ バイト終了
23：00 夜ごはん（つくるのしんどいよ）
２４：３０ お休み(もっと寝たいよ）



空きコマ、放課後の時間の使い方

•おうちで課題
•お昼寝
•買い物(食材）
•クッキング(作り置きはほんまに大切）
•友だちとおしゃべり
•教員採用試験に向けて図書館でお勉強



下宿生としての心得

割 愛
下宿生については後で詳しくお伝えします。



高校との違い
違い①
90分授業が始まる(長い）

違い②
時間割は自分で決める(難しい)

違い③
時間やお金の使い方は自由(うれしい）



○京教の1回生
月 火 水 木 金

１ 小内論社会 公立学校等
訪問演習

特別支援教育 コミュ英

２ 小内論理科 総合英語 専攻基礎
セミナー

教職論 小学校国語科
教材論B

３ 小学校国語科
教材論A 

小内論図工 国文学概説 生涯スポーツ
実習

４ 物理学 国語学概説 学校教育と
生活工学

一回生のほとんどが必修(単位落としたら困るよ!!!）



京教1回生の心得
その一 小学校教科内容論は1回生のうちに履修すべし

その二 公立学校へ訪問する機会あり（スーツ必須）

その三 京教の地図を持っておくべし

その四 先輩に履修相談をすべし



○京教の2回生
月 火 水 木 金

１
教育方法
技術論 初等算数

道徳の理念
指導法

生徒指導
進路指導

２ 初等体育
学校と子ど
もの安全 初等図工 教育心理学 英語

３ 地理学概論 初等音楽

４ 外国史概論 初等社会 日本史概論

教員採用試験に直結の内容が多くなる！

付属学校参加実習
介護等体験事前教育



京教2回生の心得
その一 とにかく真面目に受けるべし

その二 附属学校の雰囲気をつかむべし

その三 運転免許を取っておくべし

その四 後悔なく楽しむべし



○京教の3回生
月 火 水 木 金

１
国語科

教育演習 中等社会Ⅳ 中等国語Ⅲ

２ 教育工学
性倫理
性教育 中等社会Ⅲ 国文学特講

３ 西洋史研究
総合の
指導法 日本史特講 日本史研究

４ 中等国語Ⅳ 国語学概説
教職キャリア

実践論

取る免許によって授業が変わってくる。

初等教育実習（主免実習）
附属特別支援学校参加実習
介護等体験



京教3回生の心得
その一 まずは実習を乗り越えるべし

その二 教員採用試験に向けて勉強を早めに始めるべし

その三 できるだけ多くの経験を積むべし

その四 学生ボランティアに参加すべし



○京教の4回生

授業は少なくなるが、卒業論文の作成や実習がある!!!

中等教育実習（副免実習）
幾何学研究

月 火 水 木 金

１ 小内論生活 電子計算機

２ 解析学本論

３ 初等算数

４



京教4回生の心得

その一 単位は絶対に落とせない！

その二 卒論は大変。息抜きも大事。

その三 孤高の戦い～ぼっち授業参戦～

その四 授業も教採も頑張ろう！！



まとめ

・これまでとはガラっと変わる！
・わからないことは何でも聞いてね～

・1，2回生はしっかり楽しもう。
・3，4回生は必死に頑張ろう！

・運転免許は早めに取ろう。
・履修は計画的に！！！！



スーツについて



自己紹介
名前：岸本 美結
出身：京都府京都市
領域：社会領域専攻 新4回生
所属：生協学生委員会Pegasus☆

男女硬式テニス部
バイト：塾、飲食店
好きなこと：音楽を聴く



スーツは必要



スーツってそんなに着る？

上の子は就活ぐらいでしか
使ってなかったけどなぁ…



1回生 2回生

3回生 4回生

入
学
式

4月 10月 11月 12月 1月

公立学校等
訪問演習

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月

6月 8月 9月 5月 6月7月8月9月

附属学校参加実習

主
免
実
習

主
免
実
習

副
免
実
習

教
員
採
用
試
験



他にも…

•授業
•ボランティア
•公立学校インターンシップ（3年生後期）
•アルバイト（塾講師）

スーツを着る機会はとにかく多い！



スーツは必要

だからやっぱり…



よくある質問 FAQ

どんなスーツを買えば良いですか？Q

色や柄などに特に決まりはありませんが、
無地の黒のスーツがおすすめです A



よくある質問 FAQ

スカートとパンツどちらが必要ですか？Q

どちらもあると便利です。
パンツは買うことをお勧めします。 A



スカートかパンツか

スカート
•一般的
•入学式で着用する人が
多い

パンツ
•動きやすい
•実習で着用することが
多い



よくある質問 FAQ

半袖のシャツは必要ですか？Q

なくても良いです。
暑い時期にスーツを着ることが少ない。 A



まとめ

•無地の黒のスーツがおすすめ

•スカートとパンツはどちらもあると便利

•半袖のシャツはなくても良い

•スーツは必要



一人暮らし



また！！
宮本が担当しまーす



一人暮らしを始める勇者たちへ

一人暮らしって、、、
自由で最高！！！！！！！！ 自己管理や家事は

とっても大変…



一人暮らしを始める勇者たちへ

【メリット】

【デメリット】

・早起きしなくていい
・自己管理力が身につく
・時間に制限がない
・家事がうまくなる
・家族の大切さがわかる

・孤独
・家事家事家事の繰り返し
・栄養が偏る
・やることが増える
・家賃高い(切実）
・疲れがなかなか取れない



入居の時にやるべきこと

①かかりつけの病院、近くの交番を探す

②近隣のお店の情報収集

③部屋の汚れや傷の写真を撮る(必須）

④下宿先で友達をつくる

⑤カビ・害虫予防



同じ下宿生の友達をつくろう



もしもの時には．．．

学生生活110番



学生生活110番とは

①24時間365日受付対応の
コールセンター

②様々なトラブルに対応
③全国28万人以上の学生が

加入

←ホームページはこちらから



まだお部屋が決まっていない
そこのあなた



住まい相談会
開催中！！

すばるにて



一人暮らしを始める君たちへ

感謝を絶対に
忘れない



学生総合共済と
あわせておすすめする保険

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
・　大学生活はこのように高校までの生活と異なり、大学の学び、将来の準備、課外活動に渡り、自分で決め、自分で行うことが大きく増えます。・　そんな大学生活を安心して送っていただくために、ぜひ備えていただきたい保障のお話をさせていただきます。　大学生になると、ケガや病気をした時の給付申請手続きも、ご自身ですることになりますので、新入生の皆さんもぜひしっかり聞いてくださいね。



自己紹介

• 名前 礒崎悠大
• 領域 社会領域専攻新4回
• 出身 愛媛県大洲市
• 所属団体 生協学生委員会 卓球部
• 趣味 YouTube鑑賞（卓球関連・東

海オンエアなど） 御朱印集め

• バイト 塾講師



こちらのパンフレットをご覧ください



部活・サークル

旅行・留学

初めての一人暮らし

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
みなさんが大学生活で挑戦したいことは何ですか？・専門の勉強・実験・部活・サークル活動・学外での研修やインターンシップ・留学や旅行それぞれ、様々に希望をお持ちだと思います。大学生活で思いきり挑戦してほしいから！大学生協では、大学生活にあった保障内容の共済・保険を提案しています。



体調不良

心がしんどい
…

交通事故

部活・サークル
でのケガ

授業での不慮の
ケガや事故

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
※京教は体育や理科の実験など座学以外の講義形態が多いことをおす



もしかしたら
あなたも

危険な目に・・・



賠償責任
…？

どうしたらいいの．．．



そんな「もしも」の備えに
学生総合共済

とあわせて
おすすめする保険



大学生協の保障制度

学生総合共済

病気やケガでの入院、
ケガでの通院を学内
外・国内外問わず保
障

こころの病での入院
も保障

学生生活無料健康相談
テレホン
（24時間365日）

学生賠償責任
保険

日常生活の他人への
賠償責任を保障（国
内外問わず）

就学費用保障
保険

 扶養者が亡くなっ
たり、扶養者がケ
ガで重度後遺障
害を負って、 学生
本人が扶養者に
扶養されなくなっ
た場合の学資費
用をサポート

一人暮らし特約
 借家人賠償責任

保障
 家財保障
 盗難保障など



学生総合共済とは・・・

学生本人の病気や
ケガに備える

たすけあいの制度



学生総合共済の仕組み

組合の仲間たち

集まった掛金

共済金



学生どうしのたすけあいの制度です。



京教生の学生総合共済
給付事例

4回生(男性)※給付時の学年です。

バイク通学中、車に衝突された

→半月板損傷と頸椎捻挫

入院8日、手術2回、通院90日
給付金額：360,000円

頂いたコメント
バイクで通学中に交差点で一時停止を無視した車とぶつかり転倒。
今回の様にケガをしたら日常的にも不便を感じ、金銭的にも余計

な出費があります。共済に入っていたおかげで
金銭面はほんと助けられました。



京都教育大学生協 学生総合共済の
給付実績（2017年4月～2021年3月）

給付件数

304件
給付金額

1577万円

加入者の4人に1人が
給付を受けています！



大学生協の保障制度

学生総合共済

病気やケガでの入院、
ケガでの通院保障
（学内外・国内外問
わず）

こころの病での入院
も保障

学生生活無料健康相談
テレホン
（24時間365日）

学生賠償責任
保険

他人への賠償責任を
保障（国内外問わ
ず）

就学費用保障
保険

 扶養者が亡くなっ
た扶養者がケガで
重度後遺障害を
負って、 学生本人
が扶養者に扶養さ
れなくなった場合
の学資費用をサ
ポート

一人暮らし特約
 借家人賠償責任

保障
 家財保障
 盗難保障など



学生賠償責任保険（一人暮らし特約なし）

・教育実習中誤って子ども
にけがをさせてしまった。

・インターンシップ先のPC
を床に落として壊してしまっ
た

・アルバイト中、備品を壊し
てしまった1事故につき

最高3億円まで保障



学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）

借用住宅の損壊 盗難
火災・水ぬれなどの

家財損害

保障！！



賠償責任
…？

どうしたらいいの．．．



賠償責任
…？

不安解消



学生総合共済の給付申請も学内で行えます！
（書籍フロア）

困ったらすぐ相談できて
心強い！



いつ・誰に・どんなトラブルが発生するか
わかりません。
リスクに備えて不安をなくし、充実した
キャンパスライフを送りましょう！



ミールカード



自己紹介

松田伶那斗（れなと）

社会領域専攻新４回生

福井県出身

ＢＭＫ、生協学生委員会

動画編集

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
出身は福井県の敦賀市で、伏見桃山駅の近くで下宿をしています所属はダンスサークルのＢＭＫと生協学生委員会に入っていて、ダンスではブレイクダンスをやっています趣味でアロマテラピー検定一級を取得して、このようなフレグランスを手作りしたりすることが趣味です。



大学生ってお昼ご飯どうするの？

１

２

３

家族が作ってくれた弁当

食堂

カップラーメンやパン



京教生の多くは食堂で食べています！

食堂には美味しいメニューがたくさんあります！

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
京都教育大学ではオンライン授業よりも対面授業が圧倒的に多いこの後食堂利用体験もあるのでぜひ楽しみに



食堂で食べる時にあると便利なものが

ミールカード です

学生証と一体化しています！
全部で３タイプあります！

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
Ａタイプ、Ｂタイプ、Ｃタイプがある今から詳しく見ていく



ミールカードAタイプ

・長期休暇を含め、一年間使える
※ただし生協食堂営業日に限る

・毎日５５０円までの利用が可能だぞ！

・講義以外でも大学に来る機会が多い人に
おすすめのタイプだ！

Ex.部活をはじめとする団体に入る学生

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
休みの日でも学校にくることのある部活生、学校の近くに住んでいる人



・長期休暇以外の一年間で使えるタイプ

・毎日５５０円までの利用が可能！

・自宅生、下宿生を問わずおすすめのタイプだ！

ミールカードBタイプ
一番人気！



・毎日４５０円までの利用が可能だぞ！

・小食の人におすすめのタイプだ！

ミールカードCタイプ

・長期休暇以外の一年間で使えるタイプ



まとめると

Aタイプ

•550円/日

•１年間
利用可能

Bタイプ

•550円/日

•長期休暇
除く

Cタイプ

•450円/日

•長期休暇
除く

ただし生協食堂営業日に限る

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
自分の生活や食生活にあったカードを選ぶことをおすすめする



例えば…
これで
５３９円！

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
例えば、５５０円ではこのくらいの量が食べられます。まぁ健康的かどうかといわれると、議論のわかれるところだとは思いますがお腹いっぱいにはなれそうですね



例えば…

これで
４５８円！

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
Ｃタイプ450円だと主菜、ご飯、汁物、副菜とバランスよく食べられると思います



ミールカードをお勧めするポイント

①お弁当屋「すばる」の弁当にも使えます！

➁利用記録が見れる！

忙しい時には便利！

バランスのよい食事をしているか
確認できて安心！

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
おすすめするポイント食堂はお昼時すごくこみます。そんなときはお弁当屋スバルを利用すると時間の節約になるので便利利用記録



ミールカードを使った食事について

メニューの名前や栄養価などの情報を
スマホやパソコンで確認することができます！

栄養バランスの良い食事をとれているか
ぜひ確認してあげてください！



1人暮らしを始めて、なかなか一人分のお昼を
作っていくのは時間もかかるし大変です。

でもミールカードがあれば、様々なメニューを
1年間安定して食べることができるのでお勧め
です。

学生利用者の感想



子どもが家を離れてから早一年。一番の心配が
食についてでした。

手軽においしく、バランスの良い食事がとれますので
親もうれしく思います。毎月の利用状況も手元に
送られて安心です。

ここまで管理していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

保護者の方の感想

ちゃんと

食べてるかな

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
健康的な食生活が、楽しい大学生活の基盤となると思うので、お家の方といっしょに考えてみてはいかがでしょうか。



こちらのパンフレットを
ご覧ください

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
このパンフレットをご覧いただくか、赤いパーカーをきた生協学生員か職員さんにお声掛けをよろしくお願いします



パソコンに
ついて



齋藤興希 （さいとうこうき）

専攻：社会領域、新4回生
出身：香川県高松市
所属団体：生協学生委員会
Pegasus☆、SNC(吹奏楽部）
趣味：楽器、城、野球観戦



立石愛美（たていしまなみ）

• 発達障害教育専攻 新4回生

• 生協学生委員会Pegasus☆、吹奏楽部

• 福井県越前市出身

• 取得予定免許…幼稚園2種、小学校1種

中学校1種、高校1種（国語）

特別支援学校1種

• 特技は人の名前をフルネーム+漢字で覚えること



Q.皆さんパソコ
ンって持ってます
か？



当然ながら…

大学生にパソコンは必須！



Q.必要なのはわかるけど、ホンマに使ってる？

A.ゴリゴリに使いまくります！

例えば…



レポート作成
皆さんこれがどうし
てもやりたくて大学
に入ったんですよ
ね…？



指導案
楽しみですよね～、
ねっ。



プレゼン・発表
…このパワーポイント、
とっても見やすいです
ね



オンライン授業

• Zoom
• Google Meet
• Teams
などなど



パソコンを使わない
選択肢はない



そこで私たちが紹介するのが・・・

Surface
Pro 7+



の良いところ

Surface



その1

•持ち運び
2in1タイプでタブレット仕様にも！



その2

•共有できる
周りにSurfaceを持っている京教生が多い
ので、分からないことを訊きあえる！



その３

•初心者にもわかりやすい
ペン、タッチパネルで便利！



その他

•カスタム自由
カバーやラッピングなど

めっちゃ便利！
でもさ・・・



Q.別に家電量販店で
買っても良くない？

生協で買う理由は？



A.生協で買うと
便利！
とにかく色々便利なこと
があるんです！



動産保証 生協

不意の故障
自分が起こし

てしまった故障

4年間の保証



故障した時は…

生協購買部で修理を依頼しよう！

→お店に行かなくても、大学に来るつい
でに修理に出せる



「初期設定も困るよなぁ」という人には・・・

無料セットアップ講座

•何よりも「無料」
•本体だけでなく付属品のペアリ
ングや学内Wi－Fi設定も

•京教の先輩によるサポート



プリンターについて

Q．プリンターって必要？

A．必要です！
（レポート・指導案の提出、レジュメの
印刷など）



今回ご紹介するのは…

brother 

DCP-J914N



自動読み取り機能

置き場を選ばない
コンパクトな設計

リモート印刷で
どこからでも

印刷可能

魅力は…



まだまだあります！
最大の

サポートは…



パソコン講座

講座について紹介します！



PC講座について
発表者

【2022年度PC講座企画長】安居 丈晴



自己紹介

【名前】 安居丈晴
【領域】 数学領域専攻新３回生
【出身】 福井県敦賀市
【所属】生協学生委員会

KKBC（バスケットボールサークル）
【バイト】飲食掛け持ち
【趣味】 野球観戦（日ハム）音楽
【自身が1回生の時のPC講座の思い出】
素敵な先輩と出会い、バイト先を紹介してもらい、
今も楽しくアルバイトできています！！



まずはじめに……

大学合格
おめでとうございます！！



PC講座って何？？

・大学生活から使う場面が増えるPCの使い方を学ぶ。
・Word,Excel,PowerPointの基礎・応用を学ぶ。
・教授へのメールの書き方を学ぶ。
・オンライン授業に慣れる。

など…



まとめると…

京教で提供するPC講座とは

京教生の京教生による
京教生のためのPC講座



京教（京都教育大学）では…・

Wordを使ったレポート作成
↑オンライン授業で増

PowerPointを使った模擬授業
サークルや部活、委員会などで活用



講座内の様子（2021）



実際に受講した現１回生に聞いてみました①

大学生になるまでパソコンを全然使ったことがなく、
不安のまま入学を迎えました。
ただ、PC講座を運営してくれた生協学生委員会の先輩
たちのおかげで、今もレポート作成やグループワーク
で難なくPCを使いこなせています！
そしてPC講座を通じて知り合った
他領域の友達と今でも仲良くしています！

新２回生女性



実際に受講した現１回生に聞いてみました②

僕は高校でPCを扱う機会が多く、「PC講座」に参加する
必要はないかな？と思っていましたがこの説明会での先輩
たちの話を聞いて是非参加してみようと思いました。

実際、僕か知らなかったことが学べたり、今でも

効率よくレポート作成をする極意を学べました。

そして何より１回生必修科目「情報機器の操作」

の授業がスムーズに進みます！！

新２回生男性



入学したての1回生から…

「レポート提出の仕方が分からない！」
「レポートの書き方どうしたらいいですか？」
「どうやって授業に参加するの？」
「友達を作りたい…」

PC講座ですべて解決！！



PC講座2022詳細

【対象】生協でPC購入した新入生（A・Bセット対象）
【講師】京教に通う生協学生委員会
【内容】Word・Excel・PowerPointの基本操作

＋
レポートやスライド作成など実践的内容

＋
surfaceの基本操作とメールマナー

+
オンライン編←オンライン授業のあれこれ



①講師・スタッフが京教に通う先輩

・京教生が講義内容まで考案するので
京教生に最も適した内容

・質問しやすい環境

・ヨコだけでなくタテのつながり

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
外部講師が講座を行う大学もありますが、実際の大学生活を送っている京教生が講師をすることでより京教生のあった内容となっている休み時間は講師やスタッフ・班の人と話せるようになっています疑問に感じたこと具体的にどういった利用をしているのか質問するだけでなく履修の相談や大学生活の相談など講座内容以外の話もよくしています



②WORKを重視

・Workの時間を長くとっている

・講師・スタッフのサポートで
安心して挑戦出来ます



③基礎→実践と2パートに分けて実施

・基礎で身につけてほしい基本操作を習得

・実践で具体的な使用例や少し進んだ内容

Presenter Notes
プレゼンテーションのノート
最終的な目標



では…

PC講座を受ける
には何が必要？？



こちらのパンフレットを
ご用意ください！

パンフレットを開いて
右側をご覧ください！



PC講座の申し込み

AセットまたはBセットの購入者限定！！

Cセットでは受講できないので注意！！



各種お手続きについて



生協加入について

■生協加入（京教生の97％以上の方が加入）

生協出資金 ５０口（一口400円） 20,000円をお願いしております。
出資金は卒業時にご返還いたします。

●教科書・文具などは組合員だと割引になります。
また教習所はお得な組合員価格にてお申込ただけます。

京都教育大学生協は、京都教育大学の学生・教職員
の出資金で運営されています。



学生総合共済/学生生活110番

■学生総合共済（新入生の約6割が加入）

●学生向けの24時間365日の保障、全国211大学生協で
約69.8万人の学生組合員が加入している共済です。

●4人に1人の給付状況（リスク高め）
●給付申請に関するご相談は学内の生協窓口

■学生生活110番

●自転車のパンク、水回りのトラブルなど学生ならではの
トラブルに対応。

●365日24時間対応のコールセンター



生協電子マネー 事前チャージ

■事前チャージ

●入学前にチャージしていただくことで、学ぶために必要な
教科書や文具などの教材をスムーズにご購入頂けます。

●指定期日までに組合員加入および事前（入学前）チャージ
のお手続きが完了していれば組合員証を
受け取ってすぐ学内の購買や食堂で
スムーズにご利用できます。

（注）新型コロナウィルス感染症予防対策のため、可能な限り生協電子マネー
（キャッシュレス決済）でのご利用をお願いしております。



ミールカード

■ミールカード

●食費を削る大学生にバランスの良い食事
●食堂・すばるお弁当販売店の食堂手作り弁当で利用可
●大学生協マイページに登録いただくことで、お子様の
ご利用状況がパソコンやスマホからご覧いただけます。

●毎年約6割の方が次年度も継続利用
されています。

●6月までお試し利用可（プラン変更は不可）



お手続き方法について①

■生協加入、学生総合共済、学生生活110番、事前チャージ
ミールカードのお申込みは専用加入WEBからお願いします。

●お送りしております「加入手続きガイド」「WEB申込のご案内」
をご覧いただきお手続きください。

*手続きの期日：3月31日（木）まで

①WEB申込⇒②コンビニ払い



新入生用オリジナルパソコン

■オリジナルノートパソコン

●京教生が大学生活の経験をもとに選定しています。
大学生活4年間しっかり使えます。

●もしもの時も動産保証付きで、卒業まで安心
●教育現場で導入されているタッチパネルに対応
●購入したパソコンの調子が悪いときも学内の生協購買部

で相談できます。

※本日は、個別相談ブースでも
お申込みをお受けいたします。



パソコン講座
（生協パソコン購入者対象）

■教員を目指す学生のためのパソコン講座

●先輩の経験をもとに講座内容を決めた「他には無い」
オリジナルのパソコン講座

●京教の大学生で「よく使うスキルに重点」
●効率よく勉学・研究生活を送るための講座
●講座運営からサポートまですべて先輩が

関わるから安心



プリンター

■プリンター

●お手軽な価格でご購入いただけるプリンターです。

（注）在庫が少ないため、出来るだけお早めにご注文下さい。

※本日は、個別相談ブースでも
お申込みをお受けいたします。



お手続き方法について②

■パソコン、講座、プリンター、電子辞書のお申込みは
「大学生協オンライン」よりお申込みください。

①専用WEBサイトより申込
②コンビニ払い（お申込み後、7日以内）

（注）生協・共済加入、学生110番、事前チャージと
まとめてのお支払いはできません。
ご注意ください。



入学式に備えて

■新入生スーツのご案内

●大学生協では、「大手3社」+「系列4社」と提携しています。
全国の提携店で大学生協割引が受けられます。

【重要ポイント】
・お送りさせていただいております冊子⇒

またWEBクーポンをスーツご購入時に
ご提示ください。ご提示いただけないと割引は適用され
ませんのでご注意ください。



下宿をお考えの方へ

■住まい紹介

●本日、すばるお弁当販売店前にて「住まい紹介」を実施
しております。

●京教生専用の大学生協マンションもあります。
●学生寮をご希望の方も、もしものためにご相談ください。
●質問やご相談のみでも歓迎です。



個別相談ブースのご案内



アンケートのお願い

・最後にアンケートのご協力をお願いいたします。
・二次元バーコードを読み取り、回答をお願いします。
・二次元コードの読み取りができない方は、紙のアンケートを
お渡しいたしますので手を挙げてお知らせください。



このあとの流れについて



・この後は食堂に移動し、
食堂利用体験をしていただきます。

・食堂利用券をお手元にご準備していただき、
ご注文ください。

・食堂利用券は500円分です。
超過分はレジにて現金でお支払いください。



○ここからの流れ
時刻 新入生 保護者

１２：００ 大学生活説明会終了

食堂へ移動

１２：１０ 昼休憩 兼 食堂体験
（学生総合共済・パソコンの相談ブース有り）

１３：００ 教室へ移動

１３：１０ 合格者の集い 相談受付中（食堂）

プログラム終了は１４時１０分頃の予定です
終了後も先輩学生が質問にお応えいたします
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