
日本社会事業大学生活協同組合
TEL042-492-5506（担当：佐藤) FAX 042-492-5505
お問い合わせはお気軽にどうぞ

平日 11：00～15：00（水曜・土曜・日曜はのぞく）
ただし、2018年12月22日～2019年1月6日は閉店

受付
時間

■ 個人情報保護方針・定款

■ 学生総合共済普及活動にあたって
日本社会事業大学生活協同組合では、学生総合共済の普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項
を遵守し、組合員の立場に立った活動に努めます。
　⑴　消費生活協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関連法令および約款を遵
守し、適正な普及活動に努めます。

　⑵　保障の内容、重要事項等を組合員の皆様にご理解いただけるよう努めます。
　⑶　組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所では普及活動は行いません。
　⑷　万が一共済金の支払い事由が発生した場合におきましては、迅速かつ適切な共済金の支払いができるよ
う努めます。

　⑸　組合員の要望・質問などに関して適切に対処できるよう担当者の教育・研修に努めます。
　⑹　プライバシーの保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については適正かつ厳正に管理いたします。
　⑺　組合員の皆様のご意見等の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反映していくよう努めます。
※以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく当組合の「勧誘方針」です。

　　　 http://www.univcoop.jp/jcsw/
日本社会事業大学生活協同組合 個人情報保護方針・定款は生協のホ－ムペ－ジに全文掲載しています。

是非ご覧ください。

必読
保護者の方と
ご一緒にお読み
ください

日社大生協

推薦・編入生の方

2019年 1月11日（金）

センター方式・一般（前期）・大学院の方

2019年 3月 5日（火）

一般（後期）

2019年 3月15日（金）

加入のお申し込み・手続きの方法は、「加入
手続き方法のご案内」よりお願いします。

2019年度  日本社会事業大学生活協同組合

入学準備ガイド

加入手続きは下記の期日までにお済ませください。

入学準備のポイント 生協加入手続き



日社ライフのサポートは日本社会事業大学生協におまかせ下さい

私たち生協
学生委員会です。

学生委員会委員長

（2年）
滝　浪　舞　奈

ようこそ、日本社会事業大学へ
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
新しい生活が始まろうとしている中で、皆さんは期待と不安に駆られていると思います。
自分も皆さんと同じ時期に同じような気持ちでした。
大学生活では、人間関係や講義・サークルやバイト等、様々なことから、たくさんのことを学び、
経験し、吸収していってください。
私たち生協組織部は、皆さんの大学生活をより良いものにしていただくために様々なことに取り汲
んでいます。私たちの活動で、皆さんの不安や疑問が解決すれば幸いです。
活動内容は、新入生や在校生等、それぞれに向けた冊子の作成や店舗での企画活動、楽しいイベ
ントの企画・運営をしています。
活動のひとつに入学前の学部生を対象とした新入生歓迎会、ちょっと早めにお友達、通称「ちょっ早」
を企画しています。食事会やレクリエーションを通して入学前から友達ができる内容となっております。
皆さんの参加を生協組織部一同　心よりお待ちしております。
皆さん、私たちとお友達になりましょう！

私たちの活動

新歓合宿 食生活相談会生協フェスタ
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日本社会事業大学生活協同組合
理事長　蒲生　俊宏
福祉援助学科教員

新入生、保護者のみなさまへ
ようこそ、日本社会事業大学へ
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
日本社会事業大学には生活協同組合（生協）があります。生協は、学生や教職員の出
資によって成立した民主的な組織です。その運営に学生も自主的に参加しています。
生協の事業は、大学生活のほとんどに対応しています。住まいの紹介、バランス
の取れた食事の提供、テキストをはじめとする書籍や文具等の学習用品の販売（書
籍は生協に加入すると割引があります）、自動車教習所の紹介や公務員講座取得
のサポートなどなど。
また、学生の皆さんの健康で安心な生活を支える活動として食生活相談なども実
施しています。
生協では、学生の皆さんが病気やケガなどによって、入院・通院された時の保障
のための共済事業を全国の大学生協と協力して運営しています。また、共済事業
の保障にないものを補うための学生賠償責任保険（一人暮らしで火災や水もれ等
の事故にあった時などの特約もあり）、就学費用保障保険もあります。
日本社会事業大学生活協同組合をご理解いただき、大学生として独立される今、
生協、共済、学賠保険に是非ご加入されますよう、また、生協組織部などの活動
にも積極的に参加、協力いただけますよう、心よりお願い申し上げます。



日社ライフのサポートは日本社会事業大学生協におまかせ下さい

私たち生協
学生委員会です。

学生委員会委員長

（2年）
滝　浪　舞　奈

ようこそ、日本社会事業大学へ
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
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活動内容は、新入生や在校生等、それぞれに向けた冊子の作成や店舗での企画活動、楽しいイベ
ントの企画・運営をしています。
活動のひとつに入学前の学部生を対象とした新入生歓迎会、ちょっと早めにお友達、通称「ちょっ早」
を企画しています。食事会やレクリエーションを通して入学前から友達ができる内容となっております。
皆さんの参加を生協組織部一同　心よりお待ちしております。
皆さん、私たちとお友達になりましょう！

ちょっ早（ぱや）とは・・・？

予告！3月後半予定 新入生歓迎企画（学部１年生対象）

「ちょっと早めにお友達」の略で名前の通り、入学前だけどちょっと早
めにお友達を作っちゃえ～という企画です！！先輩との交流もでき
ちゃうよ♪
毎年、この「ちょっ早」で大学初めての友達作ったんだよ～って先輩
もたくさんいるんです(^o^)
「ちょっ早」で最高のキャンパスデビューをしちゃいましょう♪
たくさんのご参加をお待ちしております。

ちょっ早
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大学生活
入学者と保護者のための

準備説明会＋住まい探し相談会　1〜2月後半予定
入学前に知っておきたいことにお答えします。
入学準備の案内や、日社大生からの生活紹介、生協の加入のしかたやパソコン準備など
の各説明を予定しています。ご本人も一緒にご参加できます。
（詳細は別紙ご案内または、ホームページをご覧ください）

入学準備スケジュール チェックリスト（生協関係）

種別 自宅
通学

ひとり
暮らし 準備の内容 推薦・編入生

センター方式
一般（前期）
大学院

一般後期

情
報
入
手

日社大や生協からの資料をしっかり読む 到着したら早めに

日社大生協のHP「新入生応援サイト」をチェック 12月中旬〜

大
学
生
活
準
備

生協に加入する（共済・各種保険） 1/11払込期日 3/5払込期日 3/15払込期日

学習用パソコン・講習会の申し込み
2月中がおすすめ 3月下旬まで

（台数限定）大学生モデル電子辞書の申し込み

自動車免許教習所の申し込み 12月〜 大学在学中に取得をおすすめ

入学式用スーツの準備 3月下旬まで

食生活健康応援クーポンの申し込み 3月下旬まで

生協組合員証を受け取る 4月2日〜5日の予定

教科書の購入（組合員証提示で10％off） 4月4日〜購買にて

生
協
の

行
事
・
企
画

準備説明会＋住まい探し相談会の参加申し込み 1〜2月後半予定

新入生歓迎会「ちょっぱや」の参加申し込み 3月後半予定

※日程につきましては変更されることがありますので、必ずご自身で確認ください。

最新情報と申し込みはホームページをご覧ください



日社大生協加入手続について 入学から卒業までの大学生活をサポート

購買書籍部　通常営業時間　10：30～ 17：00　厚生棟１階
生協を上手に活用して楽しく有意義な大学生活を！！

購買書籍部では、組合員の皆さんには教科書・雑誌・文庫本など10％オフ！！
毎週のように食品菓子の特価フェアもあります。

食堂　通常営業時間　12：00～ 13：30　厚生棟２階
きちんと食事をしてほしい！
バランスの良い食事を、低価格で食べられます。
例）定食・丼・麺・小鉢・デザートなど
週・季節ごとのメニューがあります。

・「食生活健康応援クーポン」
　食券専用チケットがあります！（申込制）
・栄養士さんの食生活相談会は毎年好評企画 

購買書籍部
Twitter：https://twitter.com/jcsw9

食堂　
Twitter：https://twitter.com/coophjcsw?lang=ja

教科書代がお得 日社大生のための
オリジナルパソコンと
（4年間のサポート付き）

電子辞書
組合員証提示で教科書が10％OFF!

書籍・雑誌・コミックも
10％Offだよ。
CDは15％オフ！！

パン・おにぎり・文具・
日用品も生協価格

・文具はメーカー価格の
　20%off。

就活や卒業応援
・リクルートスーツや
就活グッズ割引
・公務員講座、資格検定受付
・組合員だけの就活応援情報
・卒業式レンタル袴 など

自動車教習所も
直接申し込むより安い！
追加料金がかからない
安心パックがお得。

本部　通常営業時間　11：00～ 15：00　厚生棟１階 店舗奥

学生総合共済／
学生賠償責任保険／
就学費用保障保険　などに
加入ができます

新生活準備
安心できるお部屋探し
大学生にピッタリのお部屋を、
生協と提携している不動産会社
がご紹介しますので、安心です。

・「新生活用品カタログ」で家
具・家電品が一度に揃います。

生協は学内にある食堂や購買書籍部（店舗）を運営し、学生・教職員の
キャンパスライフや勉学をサポートしています。

加入手続きについて
日社大内の生協食堂・購買書籍店をご利用するには、

日社大生協への加入・出資が必要です。
これからの大学生活にあたり、

加入手続きはお早めにお願いします。

生協出資金は30口 18,000円をお願いしており、
卒業時に返還されます。

○毎年90％以上の日社大新入生が加入しています。
○生協は、在学する学生・生徒・教職員が出し合った出資金をも
とに運営されており、組合員のための生活サポートをする非営利
の福利厚生組織です。
○教科書が10％割引など、様々な組合員割引やサービスを受けら
れます。
○大学生活のリスクに備えるための学生総合共済等の加入をあわ
せておすすめします。
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手続き方法と加入申込書は別
冊をご覧下さい!!

日本社会事業大学生協　新入生ホームページにもお役立ち情報満載！ 今すぐアクセス！

新入生・保護者のみなさまへ
日本社会事業大学生協からのお願いです。
日本社会事業大学へ入学されるみなさまには日本社会事業大学生協
のおすすめするプランにご加入いただき、「もしも」のことがあって
も安心して学業をつづけられるよう備えていただきたいと心より
願っております。

日本社会事業大学生協の購買書籍・食堂、住まい紹介などの事業は、日本社会
事業大学の学生・教職員の出資金により運営されています。

生協出資金は30口、18,000円をお願いしております。
出資金は卒業時に返還いたします。

くわしくは2枚目（3P）をご覧ください。
承認番号　19-3425-02-20181126

2019年度

生協加入申込書・払込用紙
加入手続き方法のご案内

日本社会事業大学生活協同組合

推薦・編入生の方

センター方式・一般（前期）・大学院の方

一般（後期）

までにお願いします

までにお願いします

までにお願いします

1月11日（金）

3月 5日（火）

3月15日（金）

この３つのパンフレットといっしょにご覧ください。

生 協 加 入
学 生 総 合 共 済

（生命共済)
学 生 賠 償 責 任 保 険
就 学 費 用 保 障 保 険
学 生 生 活110番
生協 食生活健康応援クーポン

加入手続きは下記の期日までにお願いします。

※期日は事務手続きを円滑に進めるために設定しています。期日を過ぎても手続きはできますが、
時間がかかる場合がありますので期間内での手続きにご協力をお願いいたします。

日本社会事業大学生活協同組合
TEL : 042-492-5506（担当：佐藤)    FAX 042-492-5505

平日11：00～15：00（水曜・土曜・日曜はのぞく）　ただし、2018年12月22日～2019年1月6日は閉店

2つの加入おすすめプラン

自分の病気やケガだけではなく、
事故等で他人に迷惑をかけた場
合や、扶養者に万が一のことが
あった時の学資費用も保障。

自分の病気やケガだけではなく、
事故等で他人に迷惑をかけた場
合などの保障。
最低これだけには入っていただ
きたいプランです。

安心して大学生活を
お過ごしいただけるおすすめプラン

大学生活に必要最小限の
保障をセットにしたおすすめプラン

「安心プラン」 「基本プラン」
生協加入生協加入

一人暮らし実家から通学一人暮らし実家から通学
各プランには、自宅から通学する実家から通学用と、アパートや寮から通学する一人暮ら
し用を用意しています。　※ACプランでは「学生生活110番」もおすすめしています。C

出　資 利　用

運営

組合員さんの要望に
お応えしています。

みなさんの声を
大切にしています。

生協店舗などの事業活動
自主的な組合員活動を通して
勉学・研究・学園生活を
サポートします。

生 協

生協は、
加入してから
利用して
ください！
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事故だけでなく病気も突然

突然の入院に備えて
急性虫垂炎
　　入院9日＝90,000円
　　　　　  90,000円 国内・海外を

問わず24時間
どこでも保障

ケガ通院は
１日目から、
手術は日帰り
でも給付

少ない掛金で
保障が充実

大学生には
大学生にぴったりの
安心保障を！！

給付申請は
生協窓口で
できて簡単

グランドでラグビーをしていて右上顎
3箇所骨折
　　手術 1 回＝50,000円
　　入院 7 日＝70,000円
　　通院 5 日＝10,000円
　　　　　  130,000円

サークル活動・部活・
ボランティアでのケガに備えて！！

日社大生はとてもアクティブ

大学生の病気/ケガ リスクに備えるために大学生協がおすすめする保障制度
日社大での共済給付事例

※上記支払事例は、2018年度までの保障制度により支払われた事例です。
※2019年度は保障内容が異なります。「2019年度版 大学生協の学生総合共済」パンフレットをご覧ください。

まさかに備えて！！

　　入院2日＝20,000円
　　手術1回＝50,000円
　　通院5日＝10,000円
　　　　　  80,000円

部屋掃除にキャスター付きの
椅子に乗り転落

大学生活
は

高校まで
とは

こんなに
違います

！

大学生活は自由で
す！1

通学時間が長くなったり、
実験や実習やアルバイト、
サークルで遠方まで行くこ
ともあります。海外へ行動
範囲が広がることも。

行動範囲もぐんと
広がります！2 勉学・研究も専門

的にレベルアップ！3

大学生活を充実させる必須
アイテム、サークルやアル
バイトもバージョンアッ
プ。忙しい生活で、なかな
か体調管理も難しくなって
しまいます。

サークル・アルバイト
もバージョンアップ！5様々なチャレンジ

も大学生ならでは！4 憧れの「1人暮ら
し」にはリスクも！6

自分で時間割も作ります。
日々、年間でも違うし、各
自、他の人とも違ってきま
す。食事の時間も含めて、
どうしても、生活は不規則
になってしまいます。

大学の授業は、専門的な分
野が増加します。実験や実
習も増えます。慣れないう
ちは、思わぬミスも発生し
てしまいます。

大学生という身分と、自由
な時間を利用して、運転免
許を始め、資格の取得をす
る、インターンシップに行
く、留学する、など多種多
様な活動には、どうしても
リスクが伴います。

大学生という身分と、自由
な時間を利用して、運転免
許を始め、資格の取得をす
る、インターンシップに行
く、留学する、など多種多
様な活動には、どうしても
リスクが伴います。

１人暮らしは、自立への第
１歩！慣れない土地で、何
でも自分でやらなければな
らないとやはり困ったこと
にもたくさん遭遇してしま
います。

新生活の準備に安心・安
全の準備もしましょう！
「もしも」の時は、学内の
生協で給付申請手続きで
きます。

自転車での事故に備えて！！
夜、自転車に乗っていて
曲がり角で急に車が出てくる
右足すねを打撲
　通院 13日＝26,000円
　固定算定日数9日＝18,000円
　　　　　　　 44,000円

日社大生は自転車通学が多いです

慢性副鼻腔炎
　　手術1回＝50,000円
　　入院7日＝70,000円

120,000円

持病があっても加入できます

新規契約のお申込み時に発病
していた病気でも、新規契約申込み
後1年を経過した場合は保障対象です。

6

43,115件
326,717万円

合 計

父母扶養者死亡 1,131件 
22,530万円

後遺障害 96件
7,432万円

　

事故通院（固定具含む）
22,463件 79,632万円

事故入院 3,278件
38,202万円

事故手術 2,706件
14,545万円

病気手術 4,421件
23,562万円

本人死亡 132件
20,000万円

扶養者事故死亡 60件
22,350万円

病気入院 8,828件
98,464万円

全国の大学生の病気・ケガ等の給付状況
（2017年4月～2018年3月 生命共済の給付事例）

日本社会事業大学生協の給付状況
2014年～2018年度は
99件　1,099万円
の給付がありました。

●病気入院� 36件　765万円

●事故入院� 4件 　17万円

●病気・事故手術
� 18件 　90万円

●事故通院（固定具含む）

� 35件　107万円

●父母扶養者死亡
� 6件　120万円

昨年１年間で全国の大学生に
43,115件、約32億6,717万円の
学生総合共済の給付がありました。



事故だけでなく病気も突然

突然の入院に備えて
急性虫垂炎
　　入院9日＝90,000円
　　　　　  90,000円 国内・海外を

問わず24時間
どこでも保障

ケガ通院は
１日目から、
手術は日帰り
でも給付

少ない掛金で
保障が充実

大学生には
大学生にぴったりの
安心保障を！！

給付申請は
生協窓口で
できて簡単

グランドでラグビーをしていて右上顎
3箇所骨折
　　手術 1 回＝50,000円
　　入院 7 日＝70,000円
　　通院 5 日＝10,000円
　　　　　  130,000円

サークル活動・部活・
ボランティアでのケガに備えて！！

日社大生はとてもアクティブ

大学生の病気/ケガ リスクに備えるために大学生協がおすすめする保障制度
日社大での共済給付事例

※上記支払事例は、2018年度までの保障制度により支払われた事例です。
※2019年度は保障内容が異なります。「2019年度版 大学生協の学生総合共済」パンフレットをご覧ください。

まさかに備えて！！

　　入院2日＝20,000円
　　手術1回＝50,000円
　　通院5日＝10,000円
　　　　　  80,000円

部屋掃除にキャスター付きの
椅子に乗り転落

大学生活
は

高校まで
とは

こんなに
違います

！

大学生活は自由で
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学生を取り巻くさまざまなリスクへ

大学生活のもしもにそなえる《学生どうしのたすけあい制度》
「学生総合共済」・「学生賠償責任保険」・「就学費用保障保険」

▶ぜひパンフレットに一度目
をとおして下さい。

▶共済・保険加入手続きは、別
冊の加入申込書でできます。

日本社会事業大学生協　新入生ホームページにもお役立ち情報満載！ 今すぐアクセス！

新入生・保護者のみなさまへ
日本社会事業大学生協からのお願いです。
日本社会事業大学へ入学されるみなさまには日本社会事業大学生協
のおすすめするプランにご加入いただき、「もしも」のことがあって
も安心して学業をつづけられるよう備えていただきたいと心より
願っております。

日本社会事業大学生協の購買書籍・食堂、住まい紹介などの事業は、日本社会
事業大学の学生・教職員の出資金により運営されています。

生協出資金は30口、18,000円をお願いしております。
出資金は卒業時に返還いたします。

くわしくは2枚目（3P）をご覧ください。
承認番号　19-3425-02-20181126

2019年度

生協加入申込書・払込用紙
加入手続き方法のご案内

日本社会事業大学生活協同組合

推薦・編入生の方

センター方式・一般（前期）・大学院の方

一般（後期）

までにお願いします

までにお願いします

までにお願いします

1月11日（金）

3月 5日（火）

3月15日（金）

この３つのパンフレットといっしょにご覧ください。

生 協 加 入
学 生 総 合 共 済

（生命共済)
学 生 賠 償 責 任 保 険
就 学 費 用 保 障 保 険
学 生 生 活110番
生協 食生活健康応援クーポン

加入手続きは下記の期日までにお願いします。

※期日は事務手続きを円滑に進めるために設定しています。期日を過ぎても手続きはできますが、
時間がかかる場合がありますので期間内での手続きにご協力をお願いいたします。

日本社会事業大学生活協同組合
TEL : 042-492-5506（担当：佐藤)    FAX 042-492-5505

平日11：00～15：00（水曜・土曜・日曜はのぞく）　ただし、2018年12月22日～2019年1月6日は閉店

2つの加入おすすめプラン

自分の病気やケガだけではなく、
事故等で他人に迷惑をかけた場
合や、扶養者に万が一のことが
あった時の学資費用も保障。

自分の病気やケガだけではなく、
事故等で他人に迷惑をかけた場
合などの保障。
最低これだけには入っていただ
きたいプランです。

安心して大学生活を
お過ごしいただけるおすすめプラン

大学生活に必要最小限の
保障をセットにしたおすすめプラン

「安心プラン」 「基本プラン」
生協加入生協加入

一人暮らし実家から通学一人暮らし実家から通学
各プランには、自宅から通学する実家から通学用と、アパートや寮から通学する一人暮ら
し用を用意しています。　※ACプランでは「学生生活110番」もおすすめしています。C



日本社会事業大学生活協同組合
TEL042-492-5506（担当：佐藤) FAX 042-492-5505
お問い合わせはお気軽にどうぞ

平日 11：00～15：00（水曜・土曜・日曜はのぞく）
ただし、2018年12月22日～2019年1月6日は閉店

受付
時間

■ 個人情報保護方針・定款

■ 学生総合共済普及活動にあたって
日本社会事業大学生活協同組合では、学生総合共済の普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項
を遵守し、組合員の立場に立った活動に努めます。
　⑴　消費生活協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関連法令および約款を遵
守し、適正な普及活動に努めます。

　⑵　保障の内容、重要事項等を組合員の皆様にご理解いただけるよう努めます。
　⑶　組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所では普及活動は行いません。
　⑷　万が一共済金の支払い事由が発生した場合におきましては、迅速かつ適切な共済金の支払いができるよ
う努めます。

　⑸　組合員の要望・質問などに関して適切に対処できるよう担当者の教育・研修に努めます。
　⑹　プライバシーの保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については適正かつ厳正に管理いたします。
　⑺　組合員の皆様のご意見等の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反映していくよう努めます。
※以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく当組合の「勧誘方針」です。

　　　 http://www.univcoop.jp/jcsw/
日本社会事業大学生活協同組合 個人情報保護方針・定款は生協のホ－ムペ－ジに全文掲載しています。

是非ご覧ください。

生協加入とともに申し込みできます。
生協組合員が申し込みできます。

承認番号　19-3425-01-20181126

※「学生生活 110 番」は共済・保険とは別のサービスです。

大学生協のwithnavi(ウィズナビ)メールマガジン登録受付中

http://www.withnavi.org/

日本社会事業大学生協及び大学生協withnaviよりメルマガ登録する
と大学生活に必要な情報をお届けします。
①生協店舗のお得な情報・国内・海外旅行、運転免許、公務員セミナー開催情報等を配信します。
②将来の就職やキャリア開発に向けての情報が入手できます。
・自分の将来の為に、様々な情報を得ることも大事です！
・メルマガでは就職や進路、資格・検定などの情報や、自分のキャリア作りのため
の企画やイベント案内などが届きます。またメルマガ会員だけの限定情報も…
・大学生活を充実させる為にぜひお役立てください。

大学生協キャリア・就職支援サイトはこちら→ 

QRコードを読取り空メールを送信してください。
@withnavi. orgを受信できるよう設定をお願いします

LINEのQRコードからも登録可能です

手書きの場合は加入申込書にご記入ください

日本社会事業大学生活協同組合
住所：〒204-8555 東京都清瀬市竹丘3-1-30
TEL：042-492-5506　FAX：042-492-5505


