
大学の生協の共済窓口に行くか電話でご連絡ください。
●コープ共済センター（0120-16-9431）にご連絡いただいても結構です。

●必要な書類は生協からお送りしますのであらかじめ診断書などをとる必要はありません。
●病院からもらった領収書・レシート・診察券は保管しておきましょう。
●他の保険会社に提出する診断書はコピーをとって保管しておきましょう。

窓口や電話では、病気やケガ、その他の状況をうかがいます。

生協に連絡します1

窓口や電話でおうかがいした内容にもとづいて、
生協から必要な書類をお渡しします。（電話の場合は、郵送します。）

生協から必要な書類を受け取ります2

書類を郵送してください。書類を提出します4

書類を提出していただいてから所定の日数以内に給付します。
共済金は指定口座への振込みになります。

審査後、共済金を給付します5

●治療が長期間になる場合（原則として入院が30日以上）は、治療中でも共済金の請求ができます。
　大学生協の共済窓口にご相談ください。

病気やケガの場合は治療が終わってからで結構です。
必要な書類をそろえます3

▼

▼

▼

▼

学生総合共済は、病気やケガをした時、
大学内の共済の窓口（生協店舗カウンター）で
給付申請の手続きができ、必要書類を提出すると
所定の日数以内に給付されます。

申請だけでなく、共済に関する相談も
受け付けていますので、お気軽にお越しください。

（大学会館1F）

もし、ケガをしたり病気になったら
生協の共済窓口（生協店舗カウンター）まで

共済金給付申請のしかた

承認番号 22-9181-01-20211027
https://kyushu.seikyou.ne.jp/kakentan/

鹿児島県立短期大学生活協同組合の「定款」および「個人情報保護方針」「個人情報保護に関する法律に基づく公表事項」「ICカード利用約款」は
ホームページに掲載しています。

（1）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。
（2）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。
（3）組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所での普及活動は行いません。
（4）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お支払いができるよう努めます。
（5）組合員の要望・質問などに適切に対処できるよう、担当者の教育・研修に努めます。
（6）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。
（7）組合員の皆様のご意見の収集に努め、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。

学生総合共済
普及活動にあたって
（勧誘方針）

鹿児島県立短期大学生活協同組合では、学生総合共済普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項を遵守し、
組合員の立場にたった活動に努めます。
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。教職員一同、心より歓迎いたします。
　鹿児島県立短期大学は第一部（昼間部）３学科６専攻、第二部（夜間部）商経学科からな
り、それぞれ特色のあるカリキュラムを提供しています。短期大学は四年制大学に比べて短い
在学期間で、いち早く社会に出ます。その分、非常に密度の濃い学生生活を送ることができま
す。通常の授業や夏休みなどの長期休暇を利用した学外実習や海外研修、インターンシップ
だけではなく、サークル活動、アルバイトなどをしている人も多く、忙しくも充実した毎日です。
　そんな皆さんの学生生活をサポートしているのが鹿児島県立短期大学生活協同組合（生
協）です。本学の生協は、全国他大学の生協と比べるときわめて小規模の運営であり、店舗の
品揃え、食堂のメニューともに、こぢんまりした印象はぬぐえません。しかし、学生と教職員がと
もに組合員となって運営する、利益を目的とせずに福利厚生を中心とした生協は、学生生活に
欠かせないものといえるでしょう。

　短大生活を送るにあたって、教科書、文房具はもちろんのこと、パソコン、電子辞書などの学習機器は必須です。友
達や先生方との連絡はスマートフォンでという人も多いと思いますが、就職活動の際にはパソコンでのメールアドレ
スが必要ですし、レポートなどの書類作成にもパソコンは必要です。本学の生協では、教科書を含めた書籍を組合員
価格（割引価格）で販売しています。また、授業に対応したパソコンや周辺機器、アカデミック価格（学割）によるソフト
ウェアなども扱っており、学生の学習環境をサポートしています。その他、飲み物やお菓子も販売しており、快適な
キャンパスライフに一役買っています。月に2～3回のスイーツウィークなど、さまざまな企画販売もしています。昼休
みには生協食堂の麺類、カレーや売店でのお弁当、軽食で食事をとる学生が数多くみられます。第二部の授業前に
も売店は開いており、授業前に軽食を摂ってエネルギー補給することもできます。
　生協のもう一つの役割として、安全・安心な学生生活のサポートもあります。大学生活は高校まで以上に、活動の
範囲が広がります。場合によっては事故の加害者になるおそれもあります。生協で取り扱っている学生総合共済・学
生賠償責任保険は事故や病気といったアクシデントに対応するものです。被害を受けた場合だけではなく、相手に
ケガをさせてしまった、アパートの水もれなどで他の部屋に損害を与えてしまったなどの加害者になってしまったな
ど、さまざまな万が一の場合に対応した共済・保険は大きな安心につながります。どんな小さな事故でも、生協の店
舗に相談してみてください。
　生協食堂は、昼の食事提供時間以外にも開いており、学生達の憩いの場、語らいの場として利用されています。学
年や専攻を超え、おしゃべりに興じたり、時には真剣に悩みを話したりする場でもあります。とくに新入生は初めての
学生生活に不安を抱えることもあるでしょう。教職員だけでなく、先輩やクラスメートと話すことで不安は解消されて
いきます。生協食堂はそのような助け合いの場でもあります。
　県立短大は「自分自身を思いっきり磨く場」です。皆さんが濃密な学生生活を過ごし、ぴかぴかに磨けるように、生
協と力を合わせて、大学としても全力を尽くしていきます。

3月９日（水）、1０日（木）、1１日（金）は
入学手続きとあわせて生協加入のご案内を行います
※日程に変更がある場合は、Webサイトでお知らせします。

文学科 教授
学生部長
木戸 裕子

加入手続きは、下記の期日までにお済ませください
推薦型選抜合格の方

1月28日（金）
一般選抜合格の方

3月18日（金）
左記以外の方

3月23日（水）

期日をすぎてしまったら099-229-0172までお電話ください

鹿児島県立短期大学生活協同組合
お問合せTEL: 099-229-0172 鹿児島県立短期大学生協

加入のご案内
鹿児島県立短期大学生協

重 要 ご入学される皆さま、保護者の皆さまへ　はじめにお読みください 2022年度

生 協 もしもの時に安心な
保障制度など

学生総合共済 / 学生賠償責任保険
就学費用保障保険 / 学生生活110番

生協出資金は

します
卒業時に返還組合員

割引・特典
教科書・書籍・雑誌10%割引
自動車学校は生協組合員割引があります

こちらのパンフレットと一緒に
ご覧ください

Webでの
加入お手続きはこちら

加入手続きが早い！
コンビニまたはクレジット支払いで

24時間OK

県短生協Webサイト
資料請求はこちら

手書き申込書での
加入お手続きはこちら
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鹿児島県立短期大学
生活科学科　講師
鹿児島県立短期大学
生活協同組合理事長

西迫 貴美代

　ご入学おめでとうございます。
　鹿児島県立短期大学生活協同組合は、教職員と学生が自ら出資し、自ら理事や学生コープ
委員にもなって運営している、手作りの生協です。
　学生の本分である教科書の販売、大学生向けのパソコン・電子辞書、書籍・文具、学生食堂や
パン・弁当などの食事の提供、各種資格試験の申し込み、病気や事故にあっても勉学を続ける
ためのたすけあい制度である共済などを扱っています。
　お店にないものでも発注できるので気軽に相談してください。
　生協を積極的に利用して、有意義な大学生活を送りましょう。

鹿児島県立短期大学は
こんなところです！

・ 人数が少ないため、学科専攻に
　関係なく皆仲がいい。
・ 学生の８割近くが女子学生で華やか！！
・ 元気な男子学生もいます！
・ 県短ならではのイベントも多く１年中楽しめる！！
・ 自宅生が多いのも特徴。
・ 先生方と学生の距離も近い。

◎準備の全体像を把握しましょう
準備の概要を把握するpoint 1

◎大学や生協からの郵送物はすぐに確認してください
情報を見落とさないpoint 2

◎情報をもとにそれぞれの日程、申込期日を確認しましょう
スケジュールをたてるpoint 3

◎下の大学生活の経済事情を参考にしてください
準備費用の段取りをつけるpoint 4

■ 情報入手と入学手続き
資料をしっかり確認し、期日ま
でに手続きをすすめてください。

・入学金や授業料などの納付
など
・生協、共済の申込み

・教科書や電子辞書などの準備

区　分 第二部
商経学科

169,200円

195,000円

195,000円

71,800円

100,400円

100,400円

1,750円

680円

17,000円

15,000円

12,000円

20,000円

5,000円

17,400円

5,670円

1,100円

1,020円

20,000円

11,000円

12,000円

10,000円

5,000円

18,110円

7,560円

第一部
文学科・生活科学科・

商経学科

文学科

商経学科

生活科学科

入学料

授業料 （前期4月納入）

授業料 （後期10月納入）

入
学
料

授
業
料

1,000円

10,500円
－ 11,500円学会費

※1 入学料・授業料は、今後改訂されることもあります。
※2 その他の経費が必要な団体については任意加入であり、各団体が徴収を行います。
※3 学会費は入学時に徴収します。　※4 生協出資金については、卒業時に返還します。
※5 実家から通学の方の共済掛金・保険料になります。

※1

※2

※3

※4

※5

学生教育研究災害傷害保険

学研災付帯賠償責任保険

学生自治会費

振興会費

同窓会費

生協出資金

生協プリペイド前払金

共済掛金・保険料

学生110番会費

そ
の
他
の
経
費

2022年度 鹿県短 入学生 所要経費一覧

※入学した学校への納付金は、入学金、前期授業料、施設拡充費、寄付金など
　です。調査の平均値のため、正しい金額は大学の案内でご確認ください。

入学準備費用 九州国公立大学平均

出典：大学生協調べ「2021年度保護者に聞く新入生調査報告書」

項　　目 実家から通学する方 一人暮らしの方

出願までにかかった費用

受験のための費用

入学した学校への納付金

合格発表時や入学手続き
までの費用

入学式出席のための費用

教科書・教材のための費用

住まい探しの費用

生活用品購入費用

その他

¥78,000

¥31,200

¥607,600

¥10,600

¥22,400

¥217,700

－

¥107,300

¥159,100

¥1,233,900

¥101,700

¥68,900

¥627,200

¥45,400

¥39,300

¥230,600

¥199,000

¥299,100

¥351,200

¥1,962,400合　　計

上手な入学準備のポイント

「県短浴衣でぃ」店内の様子（2019年）
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鹿児島県立短期大学生協は
入学から卒業まで、皆さんの生活をサポートします!

組合員

利用によって生まれた剰余

生協店舗・食堂
商品・サービス

還元
教科書・書籍の割引、
文具の割引、自動車学
校割引、日常的な還元

還元
「利用感謝企画」の実
施、食堂の改装など利
用しやすい環境の整
備などの実施

出資・利用
提供

生協は鹿児島県立短期大学の学生・教職員が出資金を出し
合って運営し、大学の中で福利厚生を担っている団体です。大
学内の多数の学生・教職員が加入しており、店舗・食堂の利用
や書籍の割引サービスなどを利用しています。生協は一人ひと
りの出資と参加で成り立っています。教科書購入時にも組合員
証提示が必要ですので、手続きもれがないように早めの加入を
お願いします。

入学後、店舗を利用する際には、組合員になっていただく必要があります。
入学手続とあわせて、生協の加入もお願いいたします。

鹿児島県立短大生協

生協組合員になるには

出資金は卒業時に返還いたします
をお願いしています。

Ⅰ部 10口 20,000円
Ⅱ部   5口 10,000円出資金

〈電話〉099-229-0172
〈店舗メール〉Kentan.Coop@univ.coop

〈営業時間〉売店／10：00～18：00
食堂／11：30～13：00
（土曜日、日祝日はお休みです）

■教科書・参考書・材料・文具類・パソコン・電子辞書など
　を生協価格で販売しています。

■英検・TOEIC・中国語検定・漢字検定なども生協窓口で
　受付します。

学びのサポート
■学食では、安心安全な食材を使用した手作り弁当や、
　カレーライス、麺類を低価格で提供しています。
■売店では、パン、弁当や軽食、菓子、
　デザート、飲料などを販売しています。
　季節毎のイベントや、スイーツフェアなども
　開催しています。

食生活のサポート

■自動車学校の申込み、卒業式の袴レンタルなどの　
　サービスも行っています。組合員割引もあります。

その他のサービス
■学生総合共済をおすすめしています。
　少ない掛金で、ケガで入・通院、病気入院した時に共済金を
　受けられます。あわせて学生賠償責任保険と就学費用保障
　保険、学生110番もおすすめしています。

もしものために

CD15%・DVD10%割引教科書・書籍・雑誌 10％割引

■プリペイド機能付きの組合員カードで、キャッシュレス＆スピーディーに精算！

■大学生協おすすめの安心カード三井住友カード（NL）もご案内しています。

組合員証には、便利なプリペイド機能が付いています。
あらかじめレジで入金しておけば、ランチタイムの混雑時や、教科書などの購入も
小銭の用意が要らずスピーディーです。

コープ委員長
橋口 莉々

・ ちいさな生協なので、学生や先生方ともすぐ顔見知りになれます。
・ 買い物などの用がなくても、ふらっとやってきて悩み相談をしていく
  組合員さんもいるくらい、アットホームな生協です。
・ リクエスト商品があれば検討します！
・ イベントを開催する時は一段とにぎわいます！お楽しみに！

コープ委員もみなさんの学生生活を応援します！！

生協のしくみ

生協にご加入ください

生協をご利用ください

詳しくは9ページを
ご覧ください

（洋書など一部を除く）
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鹿児島県立短期大学
生活科学科　講師
鹿児島県立短期大学
生活協同組合理事長

西迫 貴美代

　ご入学おめでとうございます。
　鹿児島県立短期大学生活協同組合は、教職員と学生が自ら出資し、自ら理事や学生コープ
委員にもなって運営している、手作りの生協です。
　学生の本分である教科書の販売、大学生向けのパソコン・電子辞書、書籍・文具、学生食堂や
パン・弁当などの食事の提供、各種資格試験の申し込み、病気や事故にあっても勉学を続ける
ためのたすけあい制度である共済などを扱っています。
　お店にないものでも発注できるので気軽に相談してください。
　生協を積極的に利用して、有意義な大学生活を送りましょう。

鹿児島県立短期大学は
こんなところです！

・ 人数が少ないため、学科専攻に
　関係なく皆仲がいい。
・ 学生の８割近くが女子学生で華やか！！
・ 元気な男子学生もいます！
・ 県短ならではのイベントも多く１年中楽しめる！！
・ 自宅生が多いのも特徴。
・ 先生方と学生の距離も近い。

◎準備の全体像を把握しましょう
準備の概要を把握するpoint 1

◎大学や生協からの郵送物はすぐに確認してください
情報を見落とさないpoint 2

◎情報をもとにそれぞれの日程、申込期日を確認しましょう
スケジュールをたてるpoint 3

◎下の大学生活の経済事情を参考にしてください
準備費用の段取りをつけるpoint 4

■ 情報入手と入学手続き
資料をしっかり確認し、期日ま
でに手続きをすすめてください。

・入学金や授業料などの納付
など
・生協、共済の申込み

・教科書や電子辞書などの準備

区　分 第二部
商経学科

169,200円

195,000円

195,000円

71,800円

100,400円

100,400円

1,750円

680円

17,000円

15,000円

12,000円

20,000円

5,000円

17,400円

5,670円

1,100円

1,020円

20,000円

11,000円

12,000円

10,000円

5,000円

18,110円

7,560円

第一部
文学科・生活科学科・

商経学科

文学科

商経学科

生活科学科

入学料

授業料 （前期4月納入）

授業料 （後期10月納入）

入
学
料

授
業
料

1,000円

10,500円
－ 11,500円学会費

※1 入学料・授業料は、今後改訂されることもあります。
※2 その他の経費が必要な団体については任意加入であり、各団体が徴収を行います。
※3 学会費は入学時に徴収します。　※4 生協出資金については、卒業時に返還します。
※5 実家から通学の方の共済掛金・保険料になります。

※1

※2

※3

※4

※5

学生教育研究災害傷害保険

学研災付帯賠償責任保険

学生自治会費

振興会費

同窓会費

生協出資金

生協プリペイド前払金

共済掛金・保険料

学生110番会費

そ
の
他
の
経
費

2022年度 鹿県短 入学生 所要経費一覧

※入学した学校への納付金は、入学金、前期授業料、施設拡充費、寄付金など
　です。調査の平均値のため、正しい金額は大学の案内でご確認ください。

入学準備費用 九州国公立大学平均

出典：大学生協調べ「2021年度保護者に聞く新入生調査報告書」

項　　目 実家から通学する方 一人暮らしの方

出願までにかかった費用

受験のための費用

入学した学校への納付金

合格発表時や入学手続き
までの費用

入学式出席のための費用

教科書・教材のための費用

住まい探しの費用

生活用品購入費用

その他

¥78,000

¥31,200

¥607,600

¥10,600

¥22,400

¥217,700

－

¥107,300

¥159,100

¥1,233,900

¥101,700

¥68,900

¥627,200

¥45,400

¥39,300

¥230,600

¥199,000

¥299,100

¥351,200

¥1,962,400合　　計

上手な入学準備のポイント

「県短浴衣でぃ」店内の様子（2019年）
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各専攻の学生生活の特徴

大学生活と高校生活はこんなに変わります！県短生の生活って！？

生協のおすすめする最新機能でメー
カー保証つきのパソコン・電子辞書が、
レポート作成や研究発表で活躍します。

就職活動必須の自動車免許
は、１年生のうちにお得な生
協価格で取得しましょう。

■実家から通学の方の生活
私は自宅から車や公共交通機関を使って通
学しています。高校生活との大きな変化は自
分で時間割を組むため、授業の間に空きコマ
がある時には自由に時間を過ごせることで
す。バイト、サークル活動だけでなく、空きコマ
の時間が長い時には友人と食事に出かける
などもできます。講義を受けること以外にも時
間を有効に使うことでとても有意義な学生
生活を送れると思います。また、自主的に行
動することも大きな変化だと思います。講義
やゼミの活動、就職活動など様々な場面で自

分から行動することはとても大切です。もちろん与えられるものもあ
りますが、自分で責任を持って行動することが高校生活よりも多いと
感じます。自分の行動に責任を持ち、時間を有効活用することが充実
した学生生活に繋がると思います。

商経学科
経済専攻

橋口 莉  々さん

■１人暮らしの方の生活
私は4月から一人暮らしを始めました。高校生の時は自宅からバ
スで片道約50分かけて高校に通っていて部活動もしていたので
家事は親任せで恥ずかしい話ですが、ほとんど自分でしたことは
ありませんでした。鹿児島県立短期大学に合格して一人暮らしを
することが決まり、確かに不安もありましたが、とても楽しみでし
た。そして、一人暮らしを始めた頃は、自分だけの時間ができるこ
とがうれしかったのですが、家事はよく分からず戸惑うことも多
かったです。また、注意してくれる人がいないので時間の管理やお
金の管理も自分でしっかりしないといけないので高校の時よりも
時間に注意したり、値段をよく見たりと高校の時とは違った視点
をもつようになりました。そして、何より親のありがたみがよく分か

るようになりました。実家にいれば夕食は自分で用意しなくても準備してくれるし、洗濯も
勝手にしてくれます。一人暮らしはそれらを自分でしないといけないため、親のすごさやあ
りがたさがよく分かります。一人暮らしは大変ですが、新たな発見があったり、自分で工夫
したりして楽しいこともたくさんあります。

商経学科
経営情報専攻
寺下 歩 さん

文学科 英語英文学専攻 濵田 真帆 さん
英語英文学専攻では、文学や音声学、コミュニケーション
など様々な分野から英語を学んでいます。第二言語として
中国語、ドイツ語、フランス語を受講出来るので新たな学
びの幅が増えると思います。またTOEICや英検などに挑
戦する人も多く、高みを目指して取り組めるのも魅力の1
つです！教員を目指す学生は、専門的な講義も受講する
ことが出来るので、自分次第で様々な経験ができます。先
生との距離も近くコミュニケーションが取りやすい環境
の中で、仲間と楽しく学び、県短生活を充実させましょう！

生活科学科 食物栄養専攻 本田原 未帆 さん
食物栄養専攻では主に栄養や身体の仕組みに関する知
識、大量調理や献立作成など栄養士として必要な様々
な技術を勉強します。また、栄養士の免許と合わせて栄
養教諭免許を取得することもできます。実験や実習、学
外実習など大変なこともありますが、 専攻のみんなと相
談し合ったり、先生方からアドバイスをいただいたりす
ることでより充実した学びを得ています。2年間様々な
経験を積みながら、学びの多い充実した短大生活を過
ごしていきましょう！

生活科学科 生活科学専攻 中園 広子 さん
生活科学専攻では、ファッションや建築、ビジュアルデザ
イン、生活に関する化学など幅広い分野を学ぶことがで
きます。また、実習形式の授業が多く、楽しみながら知識
や技術を身につけることができます。2年生になると各分
野のゼミに分かれ、さらに深く学んでいきます。これらの
授業を受けていくうちに、様々な視点から物事を考える
力が身に付きます！2年間と短い時間で、忙しい一面もあ
りますが充実した日々を過ごすことができます！

商経学科 経済専攻 宮原 奈有 さん
経済専攻では、経済・社会・国際関係などの論理につい
て学ぶことが出来ます。その学んだことを活かし、地域社
会や産業の課題を見つけることで課題を解決する力を
身につけられます。また、社会人として必要なパソコンス
キルも身につき、簿記やPC検定などの資格取得もでき
ます。経済専攻で学んだ知識や資格は、就活でも社会人
になっても役立つこと間違いなしです！少人数ゼミで
は、更に気になる分野について学ぶことができ、ゼミ生
との仲も深まります！勉強も遊びも楽しく、充実した実り
ある2年間を過ごしましょう！

第2部 商経学科 枦山 紫響 さん
第2部商経学科は18時から1限が始まるため、昼の間はアルバイトや会社員、公務員、主
婦として過ごし、夕方からは鹿児島県立短期大学の学生として過ごすという生活リズムで 
日々を送っています。様々な年齢や職業の人と同じ授業を受け、コミュニケーションを取る
ので面白い出会いや学習以外での学びも多いと感じます。私自身、昼間はカフェでのアル
バイトや学生団体のイベント参加などをして過ごしていてとても充実した学生生活を送っ
ています。他の短大生よりも2部の学生は1年間長く学生生活を送ることになるので、資
格取得や進路を考えるのに少し余裕を持つことが出来るのも魅力のひとつだと思います。
県短は生協の方から事務の方、先生方まで生徒との距離が近く、思いやりのある方々ば
かりなので、ぜひ安心して3年間の学生生活を送ってください！

文学科 日本語日本文学専攻 日当瀬 美優 さん
日本語日本文学専攻、通称日文では、高校までの国語と
は少し違い、日本語学、日本文学、中国文学、言語学など
を幅広く学び、少人数で行われるゼミで自身の最も興味
のある分野について研究することができます。また、中学
校国語の教員免許も取得可能で、免許取得のための講
義を受講でき、それぞれ自分の目標に向かって学べる場
所です。短大での生活はとても短いので沢山学んで、沢
山友人を作って、様々な経験をして、実りある2年間にし
てください！

商経学科 経営情報専攻 福地 陸史 さん
経営情報専攻は経済学、経営学等の社会科学を学ぶほ
か、簿記やPCの講義を受講することができます。簿記で
は日商簿記3級程度の学習をし、PCの講義では日商PC
検定の対策や、プログラミングの勉強などさまざまなメ
ニューがあります。パソコンを操作するのが苦手なひとで
も、補助の先生がついてくださるので安心して講義を受
けることができます。大学と比べると2年間と短い学生生
活ですが、毎日充実していてとても楽しいです。

TOEIC・英検・中国語検定など、
就職に有利なキャリア形成を生
協がお手伝いします。

行動範囲の広がる
短大生活にあった保障を備えて
安心で充実した毎日を！
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鹿児島県立短期大学生協は
入学から卒業まで、皆さんの生活をサポートします!

組合員

利用によって生まれた剰余

生協店舗・食堂
商品・サービス

還元
教科書・書籍の割引、
文具の割引、自動車学
校割引、日常的な還元

還元
「利用感謝企画」の実
施、食堂の改装など利
用しやすい環境の整
備などの実施

出資・利用
提供

生協は鹿児島県立短期大学の学生・教職員が出資金を出し
合って運営し、大学の中で福利厚生を担っている団体です。大
学内の多数の学生・教職員が加入しており、店舗・食堂の利用
や書籍の割引サービスなどを利用しています。生協は一人ひと
りの出資と参加で成り立っています。教科書購入時にも組合員
証提示が必要ですので、手続きもれがないように早めの加入を
お願いします。

入学後、店舗を利用する際には、組合員になっていただく必要があります。
入学手続とあわせて、生協の加入もお願いいたします。

鹿児島県立短大生協

生協組合員になるには

出資金は卒業時に返還いたします
をお願いしています。

Ⅰ部 10口 20,000円
Ⅱ部   5口 10,000円出資金

〈電話〉099-229-0172
〈店舗メール〉Kentan.Coop@univ.coop

〈営業時間〉売店／10：00～18：00
食堂／11：30～13：00
（土曜日、日祝日はお休みです）

■教科書・参考書・材料・文具類・パソコン・電子辞書など
　を生協価格で販売しています。

■英検・TOEIC・中国語検定・漢字検定なども生協窓口で
　受付します。

学びのサポート
■学食では、安心安全な食材を使用した手作り弁当や、
　カレーライス、麺類を低価格で提供しています。
■売店では、パン、弁当や軽食、菓子、
　デザート、飲料などを販売しています。
　季節毎のイベントや、スイーツフェアなども
　開催しています。

食生活のサポート

■自動車学校の申込み、卒業式の袴レンタルなどの　
　サービスも行っています。組合員割引もあります。

その他のサービス
■学生総合共済をおすすめしています。
　少ない掛金で、ケガで入・通院、病気入院した時に共済金を
　受けられます。あわせて学生賠償責任保険と就学費用保障
　保険、学生110番もおすすめしています。

もしものために

CD15%・DVD10%割引教科書・書籍・雑誌 10％割引

■プリペイド機能付きの組合員カードで、キャッシュレス＆スピーディーに精算！

■大学生協おすすめの安心カード三井住友カード（NL）もご案内しています。

組合員証には、便利なプリペイド機能が付いています。
あらかじめレジで入金しておけば、ランチタイムの混雑時や、教科書などの購入も
小銭の用意が要らずスピーディーです。

コープ委員長
橋口 莉々

・ ちいさな生協なので、学生や先生方ともすぐ顔見知りになれます。
・ 買い物などの用がなくても、ふらっとやってきて悩み相談をしていく
  組合員さんもいるくらい、アットホームな生協です。
・ リクエスト商品があれば検討します！
・ イベントを開催する時は一段とにぎわいます！お楽しみに！

コープ委員もみなさんの学生生活を応援します！！

生協のしくみ

生協にご加入ください

生協をご利用ください

詳しくは9ページを
ご覧ください

（洋書など一部を除く）
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全国学生総合共済給付実績　41,102件　約30億 7,349万円（2020年4月～2021年3月）

学生本人のケガや病気に備える 「学生総合共済」

共済給付事例

■ 県短生 共済給付事例

アルバイト中の事故
アルバイト中、座ったままの姿勢から立ち上がる時に腰を捻ってし
まい、腰部捻挫。
【通院24日】 48,000円給付金額

バイク走行中の事故
バイク走行中、反対車線の迷走車がセンターラインを越えて衝突
してきた。右大腿骨骨折、右上腕骨骨折、仙骨骨折他
【入院200日・手術6回・通院2日】 2,304,000円給付金額

企業研修中の事故
市立病院での企業研修中に作業中、調理員の不注意で鉄製の台
車に接触し、やけどした。
【通院12日】 24,000円給付金額

病気
夏休み期間中、朝起きた時肺や肩に痛みがあり入院。
自然気胸だった。
【入院8日】 80,000円給付金額

スポーツ事故
体育の講義中、バスケットをしていて、飛んできたボールが当たり
右第５指中節骨骨折。

【通院5日・特定傷害固定具】 30,000円給付金額

正課中の事故
調理実習中、熱いアルミ鍋の取っ手をつかんで火傷した。

【通院14日】 28,000円給付金額

帰宅途中の事故
大学から帰宅途中、狭い道路を走ってきた車のドアミラーが接触
し負傷した。
【通院23日】 46,000円給付金額

共済給付を受けた学生の声
入学式前のケガでしたが、共済金が給付されるとのことで、
ありがたかったです。ケガにより予定もくるい、バイトもできず
出費も重なり、やはり共済・保険は大事だと痛感しました。

詳しくはパンフレットをご覧ください● 入院日額10,000円を1日目から360日分まで保障
● ケガによる通院を1日目から90日分まで保障
● 日帰り手術でも1回につき定額5万円
● 精神疾患の診療を受けたとき（こころの早期対応保障）
○ ストーカー被害拡大予防のためのストーカー被害見舞金
※ストーカー被害見舞金は、共済の保障ではありません。
　学生総合共済加入者対象の見舞金制度です。

大学生の病気・ケガの傾向
大学生の病気の傾向（精神障害を除く） 大学生のケガの傾向大学生の精神障害の傾向

入院病気分類

平均入院日数

8.7日

消化器系の疾患  2,935件
呼吸器系の疾患  1,519件
腫瘍（新生物）  678件
感染症  492件

スポーツ事故（支払件数/平均入院日数）
競技名 支払件数 平均入院日数
サッカー・フットサル 242件 9.9日
ラグビー 171件 10.0日
アメリカンフットボール 156件 10.4日

交通事故（支払件数/平均入院日数）
乗用具名 支払件数 平均入院日数
自転車運転中 161件  10.0日
自動二輪運転中 117件  19.1日
原付運転中 72件  17.7日

平均入院日数
48.5日

入院病気分類
精神障害  422件

精神障害による平均入院日数は
48.5日で、精神障害を除く病気の平
均入院日数8.7日に比べて非常に長
くなっています。

大学生協の保障制度からみた大学生の病気・ケガ・事故
共済金・保険金支払状況（2020年4月1日～2021年3月31日）

こころの
早期対応保障 1,416件

※こちらは精神疾患の診療を受けたときの保障で
　入院での保障ではありません。

学生総合共済は、全国大学生協共済生活協同組合連合会と
日本コープ共済生活協同組合連合会の共同引受となります。

全国大学生協共済生活協同組合連合会
日本コープ共済生活協同組合連合会

契約引受団体

※給付事例は、2021年度までの保障内容により支払われた事例です。2022年度は保障内容が異なります。詳しくは、「学生総合共済」パンフレットをご覧ください。
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各専攻の学生生活の特徴

大学生活と高校生活はこんなに変わります！県短生の生活って！？

生協のおすすめする最新機能でメー
カー保証つきのパソコン・電子辞書が、
レポート作成や研究発表で活躍します。

就職活動必須の自動車免許
は、１年生のうちにお得な生
協価格で取得しましょう。

■実家から通学の方の生活
私は自宅から車や公共交通機関を使って通
学しています。高校生活との大きな変化は自
分で時間割を組むため、授業の間に空きコマ
がある時には自由に時間を過ごせることで
す。バイト、サークル活動だけでなく、空きコマ
の時間が長い時には友人と食事に出かける
などもできます。講義を受けること以外にも時
間を有効に使うことでとても有意義な学生
生活を送れると思います。また、自主的に行
動することも大きな変化だと思います。講義
やゼミの活動、就職活動など様々な場面で自

分から行動することはとても大切です。もちろん与えられるものもあ
りますが、自分で責任を持って行動することが高校生活よりも多いと
感じます。自分の行動に責任を持ち、時間を有効活用することが充実
した学生生活に繋がると思います。

商経学科
経済専攻

橋口 莉  々さん

■１人暮らしの方の生活
私は4月から一人暮らしを始めました。高校生の時は自宅からバ
スで片道約50分かけて高校に通っていて部活動もしていたので
家事は親任せで恥ずかしい話ですが、ほとんど自分でしたことは
ありませんでした。鹿児島県立短期大学に合格して一人暮らしを
することが決まり、確かに不安もありましたが、とても楽しみでし
た。そして、一人暮らしを始めた頃は、自分だけの時間ができるこ
とがうれしかったのですが、家事はよく分からず戸惑うことも多
かったです。また、注意してくれる人がいないので時間の管理やお
金の管理も自分でしっかりしないといけないので高校の時よりも
時間に注意したり、値段をよく見たりと高校の時とは違った視点
をもつようになりました。そして、何より親のありがたみがよく分か

るようになりました。実家にいれば夕食は自分で用意しなくても準備してくれるし、洗濯も
勝手にしてくれます。一人暮らしはそれらを自分でしないといけないため、親のすごさやあ
りがたさがよく分かります。一人暮らしは大変ですが、新たな発見があったり、自分で工夫
したりして楽しいこともたくさんあります。

商経学科
経営情報専攻
寺下 歩 さん

文学科 英語英文学専攻 濵田 真帆 さん
英語英文学専攻では、文学や音声学、コミュニケーション
など様々な分野から英語を学んでいます。第二言語として
中国語、ドイツ語、フランス語を受講出来るので新たな学
びの幅が増えると思います。またTOEICや英検などに挑
戦する人も多く、高みを目指して取り組めるのも魅力の1
つです！教員を目指す学生は、専門的な講義も受講する
ことが出来るので、自分次第で様々な経験ができます。先
生との距離も近くコミュニケーションが取りやすい環境
の中で、仲間と楽しく学び、県短生活を充実させましょう！

生活科学科 食物栄養専攻 本田原 未帆 さん
食物栄養専攻では主に栄養や身体の仕組みに関する知
識、大量調理や献立作成など栄養士として必要な様々
な技術を勉強します。また、栄養士の免許と合わせて栄
養教諭免許を取得することもできます。実験や実習、学
外実習など大変なこともありますが、 専攻のみんなと相
談し合ったり、先生方からアドバイスをいただいたりす
ることでより充実した学びを得ています。2年間様々な
経験を積みながら、学びの多い充実した短大生活を過
ごしていきましょう！

生活科学科 生活科学専攻 中園 広子 さん
生活科学専攻では、ファッションや建築、ビジュアルデザ
イン、生活に関する化学など幅広い分野を学ぶことがで
きます。また、実習形式の授業が多く、楽しみながら知識
や技術を身につけることができます。2年生になると各分
野のゼミに分かれ、さらに深く学んでいきます。これらの
授業を受けていくうちに、様々な視点から物事を考える
力が身に付きます！2年間と短い時間で、忙しい一面もあ
りますが充実した日々を過ごすことができます！

商経学科 経済専攻 宮原 奈有 さん
経済専攻では、経済・社会・国際関係などの論理につい
て学ぶことが出来ます。その学んだことを活かし、地域社
会や産業の課題を見つけることで課題を解決する力を
身につけられます。また、社会人として必要なパソコンス
キルも身につき、簿記やPC検定などの資格取得もでき
ます。経済専攻で学んだ知識や資格は、就活でも社会人
になっても役立つこと間違いなしです！少人数ゼミで
は、更に気になる分野について学ぶことができ、ゼミ生
との仲も深まります！勉強も遊びも楽しく、充実した実り
ある2年間を過ごしましょう！

第2部 商経学科 枦山 紫響 さん
第2部商経学科は18時から1限が始まるため、昼の間はアルバイトや会社員、公務員、主
婦として過ごし、夕方からは鹿児島県立短期大学の学生として過ごすという生活リズムで 
日々を送っています。様々な年齢や職業の人と同じ授業を受け、コミュニケーションを取る
ので面白い出会いや学習以外での学びも多いと感じます。私自身、昼間はカフェでのアル
バイトや学生団体のイベント参加などをして過ごしていてとても充実した学生生活を送っ
ています。他の短大生よりも2部の学生は1年間長く学生生活を送ることになるので、資
格取得や進路を考えるのに少し余裕を持つことが出来るのも魅力のひとつだと思います。
県短は生協の方から事務の方、先生方まで生徒との距離が近く、思いやりのある方々ば
かりなので、ぜひ安心して3年間の学生生活を送ってください！

文学科 日本語日本文学専攻 日当瀬 美優 さん
日本語日本文学専攻、通称日文では、高校までの国語と
は少し違い、日本語学、日本文学、中国文学、言語学など
を幅広く学び、少人数で行われるゼミで自身の最も興味
のある分野について研究することができます。また、中学
校国語の教員免許も取得可能で、免許取得のための講
義を受講でき、それぞれ自分の目標に向かって学べる場
所です。短大での生活はとても短いので沢山学んで、沢
山友人を作って、様々な経験をして、実りある2年間にし
てください！

商経学科 経営情報専攻 福地 陸史 さん
経営情報専攻は経済学、経営学等の社会科学を学ぶほ
か、簿記やPCの講義を受講することができます。簿記で
は日商簿記3級程度の学習をし、PCの講義では日商PC
検定の対策や、プログラミングの勉強などさまざまなメ
ニューがあります。パソコンを操作するのが苦手なひとで
も、補助の先生がついてくださるので安心して講義を受
けることができます。大学と比べると2年間と短い学生生
活ですが、毎日充実していてとても楽しいです。

TOEIC・英検・中国語検定など、
就職に有利なキャリア形成を生
協がお手伝いします。

行動範囲の広がる
短大生活にあった保障を備えて
安心で充実した毎日を！

学生を
取り巻く
様々な
リスク

学生本人
のリスク

扶養者の
リスク他人への

　リスク

学内

学外

大家

一人暮らしの
家財 ケガ 病気

死亡

後遺障害

就学費用
保障保険

一
人
暮らし特約あり

学
生
賠
償
責
任
保
険

学生総合共
済

親扶
養者
死亡
・

親扶
養者
重度
障害

扶養
者事
故死
亡・

扶養
者事
故重
度障
害
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学生総合共済は、自分と仲間のための
「学生どうしのたすけあいの制度」です。

だから…

すべての新入生に
加入してほしいのです！自転車事故で

他人にケガを
負わせた

水もれをおこし
大家さんから
賠償を求められた

空巣が入り
家財を
盗まれた

アルバイト中
ケガをした

スポーツ
サークル活動中に
ケガをした

海外旅行先で
病気にかかった

扶養者が
不慮の事故で
亡くなった

扶養者がケガで
重度後遺障害
状態になった

学生生活110番

悩み トラブル

人間関係や
学業、進路などの
悩みがある

通学途中
自転車が
パンクした

大学生になると行動範囲がぐんと広がり、生活や勉
強、課外活動、遊びの質も変化します。
それに伴い、思いがけない病気や事故にあうリスク
が高くなります。
自分の行動に責任を持つとともに、安心で充実した
大学生活を守るための保障が必要です。

大学生活では、高校までとは
違ったリスクが高くなります

大学生活の「もしも…」に備えましょう
大学生協の｢学生総合共済｣や｢学生賠償責任保険｣「就学費用保障保険」は、大学生活のリスクに対応した保障内容になっています。
学生総合共済を中心に、共済と保険の長所を組み合わせることで、学生生活に必要な保障を少ない掛金＋保険料で実現しています。

生 活 勉 強

課外活動 遊 び

一人暮らし レポート

実験・実習

サークル
アルバイト

就職活動

自炊

海外旅行
歓迎会など

※「学生生活110番」は共済・保険とは別のサービスです。

●インターンシップ
●実験・実習
●ボランティア
などの事故に備える
保障です

お部屋と家財に対する
保障で、住まいの契約時
に必要とされる保障です
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扶養者がもしもの時の学業継続に備える「就学費用保障保険」

よくある質問

□ 入院で、360日分まで保障されていますか
□ スポーツの種類について制約がありませんか
□ アルバイト中・海外旅行中も保障されますか
□ うつ病などの精神疾患による入院も保障対象ですか
□ 学業継続のために扶養者の万が一にも備えた
　 保障がありますか

Q.1 健康には自信があります！
加入は考えていないのですが…

Q.2 実家から通学します。
特に加入する必要性を感じませんが…

Q.3 他の保険に入っているので、大丈夫？

★お子様の保障制度には、18～20歳を迎えると
　満期となるものが少なくないため、
　再度満期日等のご確認をおすすめします。

★実習、アルバイト、サークル活動や留学中などの
　事故に対応した保障が備わっているかを
　ご確認ください。

すでに加入している保険があれば、この機会に保障内容をご確認ください！

大学生活は高校までと違い、行動範囲もぐんと広がり、そ
れに伴うリスクも増えます。学生総合共済なら、1ヵ月あた
り1,200円の掛金で万が一の病気やケガに備えることがで
きます。私たちも自信を持っておすすめしています。

A.1

実家から通学する方は保護者の方と一緒に住んでいる
ので精神的に安心があります。しかし、一般的に通学距離
が長く、自転車やバイクを利用する機会も多いため事故
の可能性が高くなります。またアルバイトやサークルなど、
学生生活のリスクは一人暮らしの方と同じです。

A.2

今加入している保険の保障内容はご存知ですか？ 大学
生ならではのリスクに対応できる保障内容になっている
か、この機会にご確認ください。他の保険等から支払われ
ても学生総合共済からの給付が減額されることはありま
せんので、あわせてご加入することをおすすめしています。

A.3

学生の悩みやトラブルに備える 「学生生活110番」

※「学生生活110番」は全国大学生活協同組合連合会の商品で、ジャパンベストレスキューシステム株式会社がサービスを提供します。共済・保険とは別のサービスです。

学生の皆様の様々な悩み・トラブルに対して、相談・各種機関
の窓口紹介・出動サポートを提供しています。
学生もご家族の方も、安心して楽しい学生生活を過ごせるよ
う、入学から卒業までサポートいたします。

※サービスの詳細についてはパンフレットをご参照ください

2年タイプ
会　費 円5,670

※1年タイプよりご加入いただけます

1ヶ月あたりわずか 約 円236
3年タイプ： 円7,560

様々な悩みの相談を24時間・365日サポート

生活相談電話サポート
紛失・盗難・病院案内・事故

ワンクリック詐欺・訪問販売・就労

トラブル発生時に出動するサポート

トラブル出動サポート
水まわり、窓ガラス、カギ、自転車のトラブルサービス

自動車、バイクのロードサービス

サ
ー
ビ
ス
内
容

プラス

学生の方だけでなくご家族の方のみでもご利用いただけます

大学授業料 ／ 教科書・教材 ／ 通学用定期代・一人暮らしの方の賃借料  も対象

● 扶養者が病気やケガで死亡したり、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

大学生協の学生組合員
が加入できます

詳しくはパンフレット
をご覧ください
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他人への賠償と一人暮らしのリスクに備える 「学生賠償責任保険」

支払実績  1,524件  480,590,000円（2020年4月～2021年3月）全国の学生賠償責任保険支払い事例

ヘルスアドバイザー

専門医

メンタルヘルス

看護師・保健師・管理栄養士

臨床心理士など

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

専門の相談員が
お答えします

学生生活無料健康相談テレホンを利用できます 保護者の方もご利用できます

※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、共済証書送付時にご案内します。
※病気になったりケガしたりしなくても受けられるサポートとして、多くの学生・保護者に利用されているサービスです。
※応急処置・近所の病院の紹介・急に具合が悪くなったとき夜間でも受診できる病院の紹介のご相談に応じます。

24時間 365日
無料からだとこころの健康相談

からだとこころ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。

くらしの相談
一人暮らしで困ったことやストーカーのトラブルなど、
生活をしている上で困ったことの解決をお手伝いします。

賠償事故全体における自転車事故の割合は、件数で全体
の47％・金額は全体の60％を占めています。また、500万
円を超える事故の72％が自転車事故です。
自転車は学生の生活において必需品となっています。近年
自治体で自転車保険の加入が義務化や努力義務とされて
います。こうした保険への加入で賠償事故に備えることは
もちろんのこと、日頃の自転車のメンテナンスや交通ルー
ルの遵守、マナーの向上などについても、積極的な働きか
けが必要です。

事故分類による賠償事故の傾向

自転車事故 721件
水もれ事故 185件

事故分類 支払件数

スポーツ・運動中の事故 58件
授業・研修・実習中の事故 55件

3,596,162円
支払保険金

青信号で十字路を渡るため直進したが、相手側自転
車が動く気配ないためそのまま追い越そうと少し前に
出た。そこで相手がふらついて転倒し、自分の自転車
後輪に接触し、相手が転倒し右ひじを骨折した。

【自転車乗車中の対人事故】

22,600円
支払保険金

テニスサークルでラケットを振った時に、近くいた
他の部員の顔面にあたり相手の前歯が折れた。

【スポーツ中の事故】

102,300円
支払保険金

よそ見をして歩いているときにお店の看板に
ぶつかり、看板が倒れて割れてしまった。

【歩行中の事故】

2,970,000円
支払保険金研究室で研究のために使用していた遠心分離機を、

内部ローターのふたを閉めきらずに遠心力をかけたた
め破損させてしまった。

【正課の講義等における事故】

大学生協の学生組合員
が加入できます

詳しくはパンフレット
をご覧ください

示談交渉サービス付（国内での賠償事故）

● 借家人賠償責任保障は1事故最高1,000万円まで保障
● 住宅（敷地を含む）内での家財や現金・自転車などの盗難も保障一人暮らし特約

● 自転車乗車中に他人をケガさせたり他人の財物を壊した場合など、1事故最高3億円まで保障
● 実験・実習中に発生した加害事故による賠償金や医療実習中に発生した事故による院内感染の
　  予防措置・治療の費用を負担した場合を保障
● インターンシップ中、アルバイト中の賠償事故も保障 など

など

示談交渉サービスとは、学生賠償責任保険の被保険者（加入
学生）が加害者になってしまったとき、相手方および被保険者
の同意を得て保険会社が被害者と折衝し解決するサービス
です。保険金支払を受けた方の半数以上が利用していますが、
特に自転車事故では、その9割以上の方が利用しています。

示談交渉サービスは、交渉をスムーズに行うこ
とで、被害者救済が遅延することがないよう
に、また、学生の負担を軽減し、事故を起こして
しまっても勉学研究への影響を極力少なくした
いという想いから、付帯しているサービスです。
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全国学生総合共済給付実績　41,102件　約30億 7,349万円（2020年4月～2021年3月）

学生本人のケガや病気に備える 「学生総合共済」

共済給付事例

■ 県短生 共済給付事例

アルバイト中の事故
アルバイト中、座ったままの姿勢から立ち上がる時に腰を捻ってし
まい、腰部捻挫。
【通院24日】 48,000円給付金額

バイク走行中の事故
バイク走行中、反対車線の迷走車がセンターラインを越えて衝突
してきた。右大腿骨骨折、右上腕骨骨折、仙骨骨折他
【入院200日・手術6回・通院2日】 2,304,000円給付金額

企業研修中の事故
市立病院での企業研修中に作業中、調理員の不注意で鉄製の台
車に接触し、やけどした。
【通院12日】 24,000円給付金額

病気
夏休み期間中、朝起きた時肺や肩に痛みがあり入院。
自然気胸だった。
【入院8日】 80,000円給付金額

スポーツ事故
体育の講義中、バスケットをしていて、飛んできたボールが当たり
右第５指中節骨骨折。

【通院5日・特定傷害固定具】 30,000円給付金額

正課中の事故
調理実習中、熱いアルミ鍋の取っ手をつかんで火傷した。

【通院14日】 28,000円給付金額

帰宅途中の事故
大学から帰宅途中、狭い道路を走ってきた車のドアミラーが接触
し負傷した。
【通院23日】 46,000円給付金額

共済給付を受けた学生の声
入学式前のケガでしたが、共済金が給付されるとのことで、
ありがたかったです。ケガにより予定もくるい、バイトもできず
出費も重なり、やはり共済・保険は大事だと痛感しました。

詳しくはパンフレットをご覧ください● 入院日額10,000円を1日目から360日分まで保障
● ケガによる通院を1日目から90日分まで保障
● 日帰り手術でも1回につき定額5万円
● 精神疾患の診療を受けたとき（こころの早期対応保障）
○ ストーカー被害拡大予防のためのストーカー被害見舞金
※ストーカー被害見舞金は、共済の保障ではありません。
　学生総合共済加入者対象の見舞金制度です。

大学生の病気・ケガの傾向
大学生の病気の傾向（精神障害を除く） 大学生のケガの傾向大学生の精神障害の傾向

入院病気分類

平均入院日数

8.7日

消化器系の疾患  2,935件
呼吸器系の疾患  1,519件
腫瘍（新生物）  678件
感染症  492件

スポーツ事故（支払件数/平均入院日数）
競技名 支払件数 平均入院日数
サッカー・フットサル 242件 9.9日
ラグビー 171件 10.0日
アメリカンフットボール 156件 10.4日

交通事故（支払件数/平均入院日数）
乗用具名 支払件数 平均入院日数
自転車運転中 161件  10.0日
自動二輪運転中 117件  19.1日
原付運転中 72件  17.7日

平均入院日数
48.5日

入院病気分類
精神障害  422件

精神障害による平均入院日数は
48.5日で、精神障害を除く病気の平
均入院日数8.7日に比べて非常に長
くなっています。

大学生協の保障制度からみた大学生の病気・ケガ・事故
共済金・保険金支払状況（2020年4月1日～2021年3月31日）

こころの
早期対応保障 1,416件

※こちらは精神疾患の診療を受けたときの保障で
　入院での保障ではありません。

学生総合共済は、全国大学生協共済生活協同組合連合会と
日本コープ共済生活協同組合連合会の共同引受となります。

全国大学生協共済生活協同組合連合会
日本コープ共済生活協同組合連合会

契約引受団体

※給付事例は、2021年度までの保障内容により支払われた事例です。2022年度は保障内容が異なります。詳しくは、「学生総合共済」パンフレットをご覧ください。
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のリスク
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　リスク

学内

学外

大家

一人暮らしの
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学生総合共済は、自分と仲間のための
「学生どうしのたすけあいの制度」です。

だから…

すべての新入生に
加入してほしいのです！自転車事故で

他人にケガを
負わせた

水もれをおこし
大家さんから
賠償を求められた

空巣が入り
家財を
盗まれた

アルバイト中
ケガをした

スポーツ
サークル活動中に
ケガをした

海外旅行先で
病気にかかった

扶養者が
不慮の事故で
亡くなった

扶養者がケガで
重度後遺障害
状態になった

学生生活110番

悩み トラブル

人間関係や
学業、進路などの
悩みがある

通学途中
自転車が
パンクした

大学生になると行動範囲がぐんと広がり、生活や勉
強、課外活動、遊びの質も変化します。
それに伴い、思いがけない病気や事故にあうリスク
が高くなります。
自分の行動に責任を持つとともに、安心で充実した
大学生活を守るための保障が必要です。

大学生活では、高校までとは
違ったリスクが高くなります

大学生活の「もしも…」に備えましょう
大学生協の｢学生総合共済｣や｢学生賠償責任保険｣「就学費用保障保険」は、大学生活のリスクに対応した保障内容になっています。
学生総合共済を中心に、共済と保険の長所を組み合わせることで、学生生活に必要な保障を少ない掛金＋保険料で実現しています。

生 活 勉 強

課外活動 遊 び

一人暮らし レポート

実験・実習

サークル
アルバイト

就職活動

自炊

海外旅行
歓迎会など

※「学生生活110番」は共済・保険とは別のサービスです。

●インターンシップ
●実験・実習
●ボランティア
などの事故に備える
保障です

お部屋と家財に対する
保障で、住まいの契約時
に必要とされる保障です
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扶養者がもしもの時の学業継続に備える「就学費用保障保険」

よくある質問

□ 入院で、360日分まで保障されていますか
□ スポーツの種類について制約がありませんか
□ アルバイト中・海外旅行中も保障されますか
□ うつ病などの精神疾患による入院も保障対象ですか
□ 学業継続のために扶養者の万が一にも備えた
　 保障がありますか

Q.1 健康には自信があります！
加入は考えていないのですが…

Q.2 実家から通学します。
特に加入する必要性を感じませんが…

Q.3 他の保険に入っているので、大丈夫？

★お子様の保障制度には、18～20歳を迎えると
　満期となるものが少なくないため、
　再度満期日等のご確認をおすすめします。

★実習、アルバイト、サークル活動や留学中などの
　事故に対応した保障が備わっているかを
　ご確認ください。

すでに加入している保険があれば、この機会に保障内容をご確認ください！

大学生活は高校までと違い、行動範囲もぐんと広がり、そ
れに伴うリスクも増えます。学生総合共済なら、1ヵ月あた
り1,200円の掛金で万が一の病気やケガに備えることがで
きます。私たちも自信を持っておすすめしています。

A.1

実家から通学する方は保護者の方と一緒に住んでいる
ので精神的に安心があります。しかし、一般的に通学距離
が長く、自転車やバイクを利用する機会も多いため事故
の可能性が高くなります。またアルバイトやサークルなど、
学生生活のリスクは一人暮らしの方と同じです。

A.2

今加入している保険の保障内容はご存知ですか？ 大学
生ならではのリスクに対応できる保障内容になっている
か、この機会にご確認ください。他の保険等から支払われ
ても学生総合共済からの給付が減額されることはありま
せんので、あわせてご加入することをおすすめしています。

A.3

学生の悩みやトラブルに備える 「学生生活110番」

※「学生生活110番」は全国大学生活協同組合連合会の商品で、ジャパンベストレスキューシステム株式会社がサービスを提供します。共済・保険とは別のサービスです。

学生の皆様の様々な悩み・トラブルに対して、相談・各種機関
の窓口紹介・出動サポートを提供しています。
学生もご家族の方も、安心して楽しい学生生活を過ごせるよ
う、入学から卒業までサポートいたします。

※サービスの詳細についてはパンフレットをご参照ください

2年タイプ
会　費 円5,670

※1年タイプよりご加入いただけます

1ヶ月あたりわずか 約 円236
3年タイプ： 円7,560

様々な悩みの相談を24時間・365日サポート

生活相談電話サポート
紛失・盗難・病院案内・事故

ワンクリック詐欺・訪問販売・就労

トラブル発生時に出動するサポート

トラブル出動サポート
水まわり、窓ガラス、カギ、自転車のトラブルサービス

自動車、バイクのロードサービス

サ
ー
ビ
ス
内
容

プラス

学生の方だけでなくご家族の方のみでもご利用いただけます

大学授業料 ／ 教科書・教材 ／ 通学用定期代・一人暮らしの方の賃借料  も対象

● 扶養者が病気やケガで死亡したり、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

大学生協の学生組合員
が加入できます

詳しくはパンフレット
をご覧ください
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他人への賠償と一人暮らしのリスクに備える 「学生賠償責任保険」

支払実績  1,524件  480,590,000円（2020年4月～2021年3月）全国の学生賠償責任保険支払い事例

ヘルスアドバイザー

専門医

メンタルヘルス

看護師・保健師・管理栄養士

臨床心理士など

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

専門の相談員が
お答えします

学生生活無料健康相談テレホンを利用できます 保護者の方もご利用できます

※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、共済証書送付時にご案内します。
※病気になったりケガしたりしなくても受けられるサポートとして、多くの学生・保護者に利用されているサービスです。
※応急処置・近所の病院の紹介・急に具合が悪くなったとき夜間でも受診できる病院の紹介のご相談に応じます。

24時間 365日
無料からだとこころの健康相談

からだとこころ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。

くらしの相談
一人暮らしで困ったことやストーカーのトラブルなど、
生活をしている上で困ったことの解決をお手伝いします。

賠償事故全体における自転車事故の割合は、件数で全体
の47％・金額は全体の60％を占めています。また、500万
円を超える事故の72％が自転車事故です。
自転車は学生の生活において必需品となっています。近年
自治体で自転車保険の加入が義務化や努力義務とされて
います。こうした保険への加入で賠償事故に備えることは
もちろんのこと、日頃の自転車のメンテナンスや交通ルー
ルの遵守、マナーの向上などについても、積極的な働きか
けが必要です。

事故分類による賠償事故の傾向

自転車事故 721件
水もれ事故 185件

事故分類 支払件数

スポーツ・運動中の事故 58件
授業・研修・実習中の事故 55件

3,596,162円
支払保険金

青信号で十字路を渡るため直進したが、相手側自転
車が動く気配ないためそのまま追い越そうと少し前に
出た。そこで相手がふらついて転倒し、自分の自転車
後輪に接触し、相手が転倒し右ひじを骨折した。

【自転車乗車中の対人事故】

22,600円
支払保険金

テニスサークルでラケットを振った時に、近くいた
他の部員の顔面にあたり相手の前歯が折れた。

【スポーツ中の事故】

102,300円
支払保険金

よそ見をして歩いているときにお店の看板に
ぶつかり、看板が倒れて割れてしまった。

【歩行中の事故】

2,970,000円
支払保険金研究室で研究のために使用していた遠心分離機を、

内部ローターのふたを閉めきらずに遠心力をかけたた
め破損させてしまった。

【正課の講義等における事故】

大学生協の学生組合員
が加入できます

詳しくはパンフレット
をご覧ください

示談交渉サービス付（国内での賠償事故）

● 借家人賠償責任保障は1事故最高1,000万円まで保障
● 住宅（敷地を含む）内での家財や現金・自転車などの盗難も保障一人暮らし特約

● 自転車乗車中に他人をケガさせたり他人の財物を壊した場合など、1事故最高3億円まで保障
● 実験・実習中に発生した加害事故による賠償金や医療実習中に発生した事故による院内感染の
　  予防措置・治療の費用を負担した場合を保障
● インターンシップ中、アルバイト中の賠償事故も保障 など

など

示談交渉サービスとは、学生賠償責任保険の被保険者（加入
学生）が加害者になってしまったとき、相手方および被保険者
の同意を得て保険会社が被害者と折衝し解決するサービス
です。保険金支払を受けた方の半数以上が利用していますが、
特に自転車事故では、その9割以上の方が利用しています。

示談交渉サービスは、交渉をスムーズに行うこ
とで、被害者救済が遅延することがないよう
に、また、学生の負担を軽減し、事故を起こして
しまっても勉学研究への影響を極力少なくした
いという想いから、付帯しているサービスです。

おすすめの加入プラン
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詳しくはパンフレットをご覧ください

火災・水ぬれなどによる家財損害や学生本人の過失
により、借用住宅が損壊し、貸主（大家さん）に対し
法律上の賠償責任を負った場合に保障します。

「学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）」は、
アパートなどでの一人暮らしに必要な保障です。

★

鹿児島県立短期大学に入学される皆さまに
学業を安心して続けていただけるよう、
おすすめのプランをご用意しています。

生協加入（出資金はご卒業時に返還）

安心して大学生活を
お過ごしいただけるプラン

自分自身の病気やケガだけではなく、事故などで他人に迷
惑をかけた場合に保障。さらに扶養者が万が一の時の学
資費用もサポートします。

推奨

Webでの加入手続き方法 右の2次元コードもしくは検索で
加入お手続きサイトへアクセス

入力時間
の目安
15～20分

加入手続きが早い！ コンビニまたはクレジット支払いで24時間OK

在校生、または扶養を受けていない方はWebでお申込みいただけませ
ん。手書き「加入申込書」にてお手続きください。

学生総合共済は、学生組合員で発効日の年齢が満34歳以下の方がご加入
できます。留学生・扶養を受けていない方は掛金・保障内容が異なりますの
で、コープ共済センター（0120-16-9431）へお問い合わせください。

加入
申込書

A
払込金額の合計

48,070円
アパートなど一人暮らしの方（2024年卒業予定の方）加入

申込書

B
生協加入出資金額（卒業時に返還）1 10口 20,000円

共済掛金・保険料計2 3 4 24,100円
学生生活110番会費 5,670円a
プリペイド事前入金 5,000円b

実家から通学の方（2024年卒業予定の方）
生協加入出資金額（卒業時に返還）1 10口 20,000円

共済掛金・保険料計2 3 4 17,400円
学生生活110番会費 5,670円a
プリペイド事前入金 5,000円b

払込金額の合計

54,770円

おすすめ型
　部生
2年間在学予定

加入
申込書

C
払込金額の合計

40,670円
アパートなど一人暮らしの方（2025年卒業予定の方）加入

申込書

D
生協加入出資金額（卒業時に返還）1 5口 10,000円

共済掛金・保険料計2 3 4 24,810円
学生生活110番会費 7,560円a

実家から通学の方（2025年卒業予定の方）
生協加入出資金額（卒業時に返還）1 5口 10,000円

共済掛金・保険料計2 3 4 18,110円
学生生活110番会費 7,560円a

払込金額の合計

47,370円

おすすめ型
　部生
3年間在学予定

在校生・その他の方
※1 加入申込書E記載の掛金・保険料等をご覧ください。
■おすすめプラン以外でのお申込みの場合や書き損じた際の予備にもご利用ください。

加入
申込書

E在校生・その他用

システム利用料として500円がかかります。

プリペイド事前入金 5,000円b

プリペイド事前入金 5,000円b

別冊の「Webお手続きガイド」
をよく読み、お手続きください

「Webお手続きガイド」は
こちらからも確認できます
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組合員証カードについて
生協の組合員証カードは、レジでのチャージ（カードへ入金すること）により、繰り返しこの機能が利用できます。
レジでの煩わしい小銭のやり取りがなく、スピーディーです。

※プリペイド支払い時に、残金が足らず
　不足額が出た場合は、残りを現金でお支払いください。

生協各店舗のレジにてデータの書き込みをし、
組合員証カード内部のICチップにお金を入金す
ることで利用が可能になります。

チャージ（追加入金）のしくみ

レジで現金をお支払いの上、組合員証カードを
読み取り機にタッチしてください。
（チャージは1000円単位でお願いします）

●チャージの仕方 CARD

1000円
チャージ

してください！

プリペイド機能の使い方
①レジでの支払い時にカード読み取り機に
　組合員証カードをタッチします。

②精算が終わると
　読み取り機から音が鳴って
　精算完了！

いらっしゃ
いませ！

これ！

C
A
RD

ピッ！

①5,000円分の前払いを払込みます。
生協加入時に、5,000円分のプリペイド代
金を前払いで払込んでください。

②店舗で組合員カードを受取ります。
振替払込請求書兼受領証を提示し5,000
円分のプリペイドが入った組合員証を受取
ります。

③店舗ですぐに利用できます。
その場で教科書購入や食堂利用などに利
用できます。

④プリペイド残高の確認
残高がなくなったら、生協のレジでいつでも
チャージして残高をふやせます。

⑤キャッシュレスで精算できます。
小銭をさがす必要もなく、精算がスピー
ディーです。残高不足の場合は、現金でも
お支払いできます。

繰
り
か
え
し
使
え
ま
す

■ 生協の売店・食堂は、ピーク時間の11：30～12：30は
　 混雑緩和対策として組合員証カードによるプリペイド精算にご協力をお願いします。

■ 組合員カードには、ポイントサービスがあります。プリペイド利用100円につき0.5ポイント付与し、
　 100ポイント貯まると自動的に100円チャージされます。（対象外の商品があります。ご注意ください。）



おすすめの加入プラン
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により、借用住宅が損壊し、貸主（大家さん）に対し
法律上の賠償責任を負った場合に保障します。

「学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）」は、
アパートなどでの一人暮らしに必要な保障です。

★

鹿児島県立短期大学に入学される皆さまに
学業を安心して続けていただけるよう、
おすすめのプランをご用意しています。

生協加入（出資金はご卒業時に返還）

安心して大学生活を
お過ごしいただけるプラン

自分自身の病気やケガだけではなく、事故などで他人に迷
惑をかけた場合に保障。さらに扶養者が万が一の時の学
資費用もサポートします。

推奨

Webでの加入手続き方法 右の2次元コードもしくは検索で
加入お手続きサイトへアクセス

入力時間
の目安
15～20分

加入手続きが早い！ コンビニまたはクレジット支払いで24時間OK

在校生、または扶養を受けていない方はWebでお申込みいただけませ
ん。手書き「加入申込書」にてお手続きください。

学生総合共済は、学生組合員で発効日の年齢が満34歳以下の方がご加入
できます。留学生・扶養を受けていない方は掛金・保障内容が異なりますの
で、コープ共済センター（0120-16-9431）へお問い合わせください。
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申込書

A
払込金額の合計

48,070円
アパートなど一人暮らしの方（2024年卒業予定の方）加入

申込書

B
生協加入出資金額（卒業時に返還）1 10口 20,000円
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共済掛金・保険料計2 3 4 17,400円
学生生活110番会費 5,670円a
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2年間在学予定
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C
払込金額の合計

40,670円
アパートなど一人暮らしの方（2025年卒業予定の方）加入
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D
生協加入出資金額（卒業時に返還）1 5口 10,000円

共済掛金・保険料計2 3 4 24,810円
学生生活110番会費 7,560円a

実家から通学の方（2025年卒業予定の方）
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組合員証カードは店舗でお渡しします

Web手続き完了メール画面または
「振替払込請求書兼受領証」を
店舗へお持ちください

4月8日(金)・4月11日(月)
10：00～17：00

手書き申込書での
加入手続きの場合
同封の「加入申込書」に必要事項
を記入してお申込みください。

※初年度のお支払いは ゆうちょ銀行（郵便局）払込です。

詳しい記入例は、加入申込書
2ページ目の裏をご覧ください。

■ アパート（住まい）契約と学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）ご加入について
●アパート・下宿などを契約された方は「学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）」が含まれる「アパートなど一人暮らしの方用プラン（申込書B・D）」に
　加入くださいますようお願いしています。
　火災・水ぬれなどによる家財損害や学生本人の過失により、借用住宅が損壊し、貸主（大家さん）に対し法律上の賠償責任を負った場合に保障します。

●実家から通学される方で、入学後に一人暮らしをはじめられた場合には、学年の途中からでも「学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）」に加入いただけます。

●契約された住まいの管理者が指定する火災保険に加入済の場合は、加えて二重に「学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）」に加入いただく必要はございません。

　この場合、「実家から通学の方用のプラン（申込書A・C）」をお選びください。　　　　　　　　　　　訂正願います。

　扶養者　　　訂正し、宛名・ご住所を略さずに正確にご記入ください。

実家から
通学 一人暮らし

プリペイド
事前入金

教科書・教材・文具など
講義に必要なものを購入
するための費用です。

※生協の全ての商品に
　ご利用いただけます。

学生生活
110番※2

住まいや自転車での
「今、困った」を解決
するサービスです。

扶養者の「万が一」でも
学業を継続するための
学資費用をサポート。

一人暮らし特約あり
（19HK）

19Hに加え一人暮らしの
住まいの家財損害や盗難
などの場合に保障します。

一人暮らし特約なし
（実家通学）（19H）

学生賠償責任保険
示談交渉サービス付

他人に迷惑をかけた
場合の賠償責任を
保障します。

病気での入院・ケガ
での入通院などの
場合に保障します。

生協加入
出資金

充実した大学生活を
支えます。

＋＋＋＋＋ 5,000円

教科書代
文具等購入

生協での食事代 他
ba

1,200円

1口加入の場合
2年目からは口座振替

1年目の保険料
2024年卒業予定（Ⅰ部生）

1,910円
2025年卒業予定（Ⅱ部生） 5,670円

卒業予定年までの一括払いの会費

卒業予定年まで
の一括払い
2024年卒業予定（Ⅰ部生）

7,560円
2025年卒業予定（Ⅱ部生）

4

8,500円
2年目からは口座振替

アパートなどで
一人暮らしの方のみが
加入いただけます。

1年間の
保険料

1,800円
2年目からは口座振替

1年間の
保険料

3

14,400円
2年目からは口座振替

1年間の
掛金

2
20,000円

●●●－●●●

●●●●－●●

1口加入（1,200円）

1口加入（1,200円）

アパートなどで
一人暮らしの方のみが
加入いただけます。

●●●－●●●

●●●●－●●

1口加入（1,910円）

1口加入（1,910円）

ご卒業時に返還

Ⅰ部生 10口

10,000円
Ⅱ部生 5口

（1口  2,000円）1
※3 ※3

ご自身の卒業予定年数やプランに応じて組み合わせてください ※1

「学生賠償責任保険」・「就学費用保障保険」は大学生協の学生組合員がご加入いただけます。「学生生活110番」は、大学生協組合員ならどなたでも加入いただけます。

就学費用
保障保険19W
学資費用の必要に応じて
最大15口まで加入できます

学生総合共済
（G1200コース）
こころの病による入院も

保障します

※3）１口あたりの保険料・「学生生活110番」の会費は卒業までの期間により変わります。詳しくは各パンフレットをご確認ください。
※2）「学生生活110番」は、共済・保険とは別のサービスです。全国大学生活協同組合連合会の商品で、ジャパンベストレスキューシステム株式会社がサービスを提供しております。
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組合員証カードについて
生協の組合員証カードは、レジでのチャージ（カードへ入金すること）により、繰り返しこの機能が利用できます。
レジでの煩わしい小銭のやり取りがなく、スピーディーです。

※プリペイド支払い時に、残金が足らず
　不足額が出た場合は、残りを現金でお支払いください。

生協各店舗のレジにてデータの書き込みをし、
組合員証カード内部のICチップにお金を入金す
ることで利用が可能になります。

チャージ（追加入金）のしくみ

レジで現金をお支払いの上、組合員証カードを
読み取り機にタッチしてください。
（チャージは1000円単位でお願いします）

●チャージの仕方 CARD

1000円
チャージ

してください！

プリペイド機能の使い方
①レジでの支払い時にカード読み取り機に
　組合員証カードをタッチします。

②精算が終わると
　読み取り機から音が鳴って
　精算完了！

いらっしゃ
いませ！

これ！

C
A
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ピッ！

①5,000円分の前払いを払込みます。
生協加入時に、5,000円分のプリペイド代
金を前払いで払込んでください。

②店舗で組合員カードを受取ります。
振替払込請求書兼受領証を提示し5,000
円分のプリペイドが入った組合員証を受取
ります。

③店舗ですぐに利用できます。
その場で教科書購入や食堂利用などに利
用できます。

④プリペイド残高の確認
残高がなくなったら、生協のレジでいつでも
チャージして残高をふやせます。

⑤キャッシュレスで精算できます。
小銭をさがす必要もなく、精算がスピー
ディーです。残高不足の場合は、現金でも
お支払いできます。

繰
り
か
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■ 生協の売店・食堂は、ピーク時間の11：30～12：30は
　 混雑緩和対策として組合員証カードによるプリペイド精算にご協力をお願いします。

■ 組合員カードには、ポイントサービスがあります。プリペイド利用100円につき0.5ポイント付与し、
　 100ポイント貯まると自動的に100円チャージされます。（対象外の商品があります。ご注意ください。）


