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について
広島大学生協とは

学生と先生・スタッフがお金（出資金）を出し合い、一緒
にマネージメント・利用する協同組合(Cooperative)です。

広大生協は「安心」して「安全」で「豊か」な
キャンパスライフを送れるよう色々なサポートを
行っています。

お金
(出資金)
留学生は¥2,000
日本人先生・スタッ
フは¥20,000

利用
生協のメンバー
シップになったら
色々なサービスが
利用できます。

マネージメント
一言カードの利用や、総
代会、学生委員会、留学
生委員会への参加で、生
協の運営に関わることが
できます。
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ALL ABOUT US
HIROSHIMA 

UNIVERSITY CO-OP

It is a cooperative where students, faculty members, and staff contribute 
membership share capital, and then manage and use the cooperative together.

Hiroshima University Co-op supports students to
achieve a comfortable, safe, and productive
campus life.

Share 
capital
¥2,000 for international 
students
¥20,000 for Japanese 
students, faculty 
members and staff

Service
After you become a
member of Co-op, you
can use various
services.

Management
You will be able to engage in
Co-op management through
Comment Card, Student
Committee, and International
Student Committee.
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生協メンバーになる

西２コープショップ（組合員カウン
ター）に来てください。北１コープ
ショップのサービスカウンターでも生協
に入る手続きができます。

2000円（留学生）
20,000円（先生・スタッフ）

が必要です。

（卒業・修了の時に戻ってきます）

生協のメン
バーになり
ましょう
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生協のメンバーになると受けられるサービスはたくさんあります。例えば、生協の電子マネ
「MYple（マイプル）」で支払うと、ポイントがつく商品があります。ポイントがたまると、
MYpleに換えることができます。

ポイント還元サービス 本が１０％オフ

学生証 職員証

生協メンバーになると受けられる
サービス

ビデオ「2000円あった
ら、どう使いたいです
か」を見て下さい！
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BE A CO-OP 
MEMBER
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There are many services available when you become Co-op member. For instance, you will get
points when you purchase certain products by Co-op e-money “MYple”. The points collected will be
stored in your MYple.

Point return service 10% discount for books

Student card Staff card

Co-op service available

Please come to the West 2 Co-op
shop (member counter) to become a
member. You can also apply to be a
Co-op member at North 1 Co-op
Shop’s service counter.

* Please bring as your share capital:
¥2000 (international students)
¥20,000 (Japanese students, faculty
members and staff)
(Your share capital will be returned to you 

when you graduate)

Watch our ‘What
would you do with
¥2000?’ video!

HU CO-OP Booklet 2022-2023



生協アカウント & 組合員

アカウント & 組合員情報認証

作ろう！あなたの…

生協アカウントの登録をすると…

ショップでポイント商品を購入したら、ポイントはMyple (
電子マネー)ではなくマイページに貯まります。マイページに
どんどん貯まる「生協ポイント」として生まれ変わります！
※マイページは、大学生協が提供する総合サポートサイトです。
※マイページの利用には、「生協アカウント」の登録が必要です。

貯める

ポイントはマイページで確認できます。

確認する

Mypleに交換して利用できます。
1ポイント=1円で交換できます！

生協ポイントの有効期限は1年です。

使う
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アカウント作成ができない場合は、HU生協にお
問い合わせください。

私たちがサポートします! まずはメールにてご連絡ください
メール : international_student@hucoop.jp

生協マイページ アカウント作成
方法

https://www.youtube.com/wat

ch?v=LNvMgbaipwo

ビデオ

登録はこちらから

簡易マニュアル

https://marucoop
.com/account
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Co-op Account & Member Account & 

Member Information Authentication

CREATE YOUR

If you register for a co-op account,

When you purchase a point product at the store, the points are 
accumulated on your My Page, not in Myple (electronic money)
*My Page is a total support site provided by the University Co-op
*To use My Page, you need to register for a "Co-op Account".

SAVE

Points can be checked on My Page.
CONFIRMATION

Can be used in exchange for Myple. 
1 point = 1 yen!
Co-op points are valid for one year.

USE
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If you cannot create an account by yourself,
please contact the HU Co-op.

We will support you! Contact us by email first!
E-mail : international_student@hucoop.jp

How to create a Co-op My Page 
account 

https://www.youtube.com/watch?v=
LNvMgbaipwo

Video guide

https://marucoop
.com/account

Registration

Easy 
instructions

HU CO-OP Booklet 2022-2023
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MyPLEMYpleとは、生協電子マネー機能付き I C
学生証・職員証のことです。

生協の食堂・
ショップをはじめ、
学内のコピー機や
自動販売機などで
便利に使える電子
マネー。生協のメ
ンバーの方は、対
象商品の購入でポ
イントが付与され
ます。

コープショップ、食堂、いくつかのコ
ピー機と自動販売機などで使えます。自
動販売機では、飲み物が2円安くなります。
※メンバーでない方も電子マネー機能は利用で
きますが、ポイントや割引がありません。

チャージのやり方

ショップや食堂
などにある機械
でチャージ
Or レジでチャー
ジ
*現金でのチャー
ジだけ（1000円
単位）

もし学生証をなくしたら・・・
大学へなくしたことを伝えたあと、西２コープ
ショップ（組合員カウンター）に電話するか、ま
たは西２コープショップ（組合員カウンター）へ来
てください。

TEL: 082-424-2525

page 04

(電子マネー)
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MYple is a electronic money function built
in to the Hiroshima University IC ID cards,
such as student or staff ID cards.

You can use MYple in Co-op shops,
cafeterias, copy machines, and some
vending machines. When you buy from a
vending machine, drinks will be cheaper
by ¥2.
*Non-members can also use the electronic
money function, but no points or discounts are
available.

HOW TO CHARGE?
You can reload 
Myple using this 
charger machine in 
the Co-op shops and 
cafeterias
or at the cashier.

* You can only use 
cash (only 1000¥ 
bill) to charge

If you lose your student card,
Please contact the university and come to 
the  West Co-op shop (member counter) or 
call this number.
TEL: 082-424-2525

page 04

e-MONEYE-money that can
be conveniently
used at the Co-op
cafeteria and
stores, as well as at
copy machines and
vending machines
on campus. Co-op
members receive
points for
purchases of
eligible items.

MyPLE
HU CO-OP Booklet 2022-2023
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ミールカード
ミールカードは、食堂の年間パスで
す。食堂をたくさん使う人におすす
めします。
コ―プショップの弁当・サラダ・焼
き立てパン（BBB）にも使えます。

申込
西２コープショップ（組合員カウンター）

一日の上限額1450円
※土曜日は上限額800
円

※8～10時に食事をす
ると１日の上限額
1650円

Aコース
一日の上限額1250円
※土曜日は上限額800
円

自宅生
コース

一日の上限額600円
※土曜日は上限額600
円

食堂で使った金額が払った金額より少ないときは、
（残りの金額）- (10000円)が返ってきます。
※残りの金額が10000円よりすくないときは、
返金されません。

10000円は
システム利用料。

3コースあり、一日の上限額まで食べ放題です。
食堂をたくさん使う人は、最初に払った金額より多く食べることができ、お得で
す。
※上限を超えたときは、MYpleまたは現金で払います。
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MARUCO
学生生活応援

サイト

広島大学生協
ホームページ

コース（2022年版）

Bコース

例えば在宅生コースの場合、
最大600円×285日=171000円で120000円より多く食
べられます



MEAL CARD The meal card is very useful especially to
those who often use the cafeteria. You
can also use it for box lunches, salad and
freshly baked bread (BBB) in the Co-op
shops.

Application
Please come to the West 2 Co-op 

shop (member counter).

Daily maximum: 
¥1450
* ¥800 on Saturdays

* If you eat breakfast at the 
cafeteria by 10 o'clock, the 
maximum will be 1650 yen

COURSE A

Daily maximum : 
¥1200
* ¥800 on Saturdays

COURSE B
COURSE for 

home students

Daily maximum : ¥600
* ¥600 on Saturdays

If the amount spent in the cafeteria is less than the amount paid,
(remaining amount)-(10,000 yen) will be returned.
If the remaining amount is less than 10,000 yen,
no refund will be
given.

10,000 yen is the
system fee.

There are 3 courses, and you can eat as much as you want up to the maximum daily amount.
People who use the cafeteria a lot can eat more than they originally paid.

* If you exceed the upper limit, you will pay by MYple or cash.
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MARUCO (Student 
life support website)

Hiroshima 
University Co-op 

homepage

Course (2022)

For example, in the course for home students, you can 
eat more than 120,000 worth of meals.

HU CO-OP Booklet 2022-2023
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知ってましたか？

コープショップの前に緑の旗が立っていたら、ショ
ップは開いています。

シ
ョ
ッ
プ
営
業
中

CO-OP

コープショップ
東広島キャンパス



CO-OP SHOPS
In Higashi Hiroshima Campus
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DID YOU KNOW?
This green flag when posted in front of each Co-op 
shop indicates that it is open.  

シ
ョ
ッ
プ
営
業
中

CO-OP
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コープショップ
北 1 コープショップ
場所：中央図書館のとなり
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売店
食品、文具、授業で使う教科
書や、外国語学習の書籍、専
門書、雑誌、その他日本語や
英語の本、そして日用品があ
ります。ハラールフードもあ
ります。

焼き立て
パンコーナー
焼きたての調理パン
や菓子パンがありま
す。

サービスカウンター
名刺の作成や学位論文
の印刷・製本、レンタ
カーや自動車学校の手
続きなどがあります。

トラベルカウ
ンター
国内外向けの飛
行機、電車、バ
スのチケットが
あります。

北 2 コープショップ
教育学部棟のとなり

売店
食品、文具、日用品があり
ます。

焼き立てパンコーナー
焼きたての調理パンや菓子
パンがあります。

東広島キャンパス

HU CO-OP Booklet 2022-2023



CO-OP SHOPS
North 1 Co-op shop
Next to the Central Library
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Sales floor
Sales of food, stationaries, 
textbooks used in classes, 
language and technical 
books, magazines, other 
English or Japanese books 
as well as daily necessities. 
HALAL foods is also sold 
here.

Bakery Corner
Sales of fresh 
baked bread, 
pastries and 
confectionary

Service Counter
Name card 
making, printing 
and binding of 
thesis or 
dissertation, car 
rental, and driving 
school.

Travel counter
Sales of airline 
tickets, JR 
tickets and bus 
tickets for 
overseas and 
domestic travel.

North 2 Co-op shop
Next to the Education department
Sales floor
Sales of food, stationaries,
and daily necessities

Bakery Corner
Sales of fresh bread, 
pastries, cakes and 
confectionary .

In Higashi Hiroshima Campus
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大学会館コープショップ
場所：ミライクリエのとなり
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売店
食品、文具、日用品があります。
ハラールのお菓子や弁当もあり
ます。

場所：西図書館のとなり

ハラールのお菓子, 冷凍食品 (ハ
ラール・ビーガン) 、弁当

平日午前11時から買えます。

売店
食品、文具、日用品がありま
す。電子機器も扱っています。

組合員カウンター
生協加入・ミールカード・保
険の受付をしています。所
属・住所等の変更の手続きも
ここで行います。

PCカウンター
PCソフトの修理や点検を行い
ます。

西２コープショップ

東広島キャンパス

コープショップ
HU CO-OP Booklet 2022-2023



CO-OP SHOPS
University Hall Co-op shop
Next to Mirai Crea

page 08

Sales floor
Sales of food, stationaries 
as well as daily 
necessities. HALAL snacks 
and bento boxes are sold 
here too!

West 2 Co-op shop
Next to the west library

Halal Snacks, Fresh & Frozen 
(Halal, Vegan) Bento Boxes 

Available from Mon-Fri from 11 
AM

Sales floor
Sales of food, stationaries, and
daily necessities including
electronic items .

Co-op member’s counter
Co-op member, meal cards, and 
insurance are accepted here. 
Procedures for changes in 
affiliation, address, etc. are also 
handled here.

PC Counter
Repairing and checking of PC 
software.

In Higashi Hiroshima Campus
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知ってましたか？

食
堂
営
業
中

CO-OP

食堂の前にオレンジの旗が立っていたら、
食堂は開いています。

食堂一覧 東広島キャンパス
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CAFETERIAS In Higashi Hiroshima Campus
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DID YOU KNOW?

食
堂
営
業
中

CO-OP

This orange flag when posted in front of each 
cafeteria indicates that the cafeteria is open.  

HU CO-OP Booklet 2022-2023
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食堂一覧 東広島キャンパス

ビデオ「現金とMYpleはどっち
いいですか？」を見て下さい！

食堂の名前が分かりづらいなら、簡単なニックネームがあります。

下の図のニックネームは、建物に一番近い学部の名前からつけられています。

HU CO-OP Booklet 2022-2023
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CAFETERIAS

Watch our ‘Cash vs Myple: 
Which Should I Use?’ video!

In Higashi Hiroshima Campus

Confused with the names of the existing HU Coop cafeterias? 
Here is an easier way to remember them with some easy nicknames.

The Naming Criteria was based on the following observation: Location of the nearest 
Faculty Building.

HU CO-OP Booklet 2022-2023
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メニューカードの見方

メニュー（英語）

メニュー（日本語）

値段

アレルギー表示

北1食堂 （理食）・北2食堂 (教食)・西2食堂
（総食）
メニューは１週間ごとに変わります。
また季節によって各地域のフェアがあります。

北1レストラン(北1食堂3F)
定食スタイルのフルサービスレストラン。
コーヒー・ジュースなどもあります。

生協のホームページで、メニュー
のアレルギーを見ることができます。

https://www.hucoop.jp/food/index.html

レギュラーメニュー デザート

食堂一覧 東広島キャンパス

動物マーク

北1食堂（理食）

北2食堂 (教食)

西2食堂 （総食）

HU CO-OP Booklet 2022-2023
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CAFETERIAS

THE ANATOMY OF 
THE MENU CARD

Name of the menu
(English)

Name of the menu
(Japanese)

Price

Allergens

North 1 (Science Café), North 2 (Edu Café), West 2 
(Arts Café) Cafeteria
Menu will change every week. There are also local 
food fairs from each region depending on the season.

North 1 Restaurant (North 1 3F)
It is a restaurant which has serves dinners in a set
meal style.
There is also coffee and juice services.

You can check the list of allergens at the Co-op website below
https://www.hucoop.jp/food/index.html

Regular menu Dessert

In Higashi Hiroshima Campus

Animal mark

North 1 (Science Café)

North 2 (Edu Café)

West 2 (Arts Café)

HU CO-OP Booklet 2022-2023
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東食堂 (エンジンカフェ)
ハラールカレーがあります。

会館食堂
ハラールメニューが充実してお
り、原材料の情報も分かりやす
く表示されています。

食堂一覧 東広島キャンパス
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CAFETERIAS In Higashi Hiroshima Campus

East  (Engine Café) Cafeteria
Halal curry is available.

University Hall  (Daigakukaikan) 
Cafeteria
The halal menu and information on 
raw materials are clearly displayed.
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その他のサービス

場所北1コープショッ
プ

サービス国内外旅行の
飛行機や電車のチケッ
ト、海外旅行など

利用方法 QRコードで予
約してから来て下さい。

https://www.ilist.jp/mobile/i
ndex/5889/

トラベルカウンター

場所きた1コープショップ
サービス名刺作成、学位論文の印
刷・製本、レンタカー、自動車学
校の案内
利用方法 QRコードで予約してから
来て下さい。

サービスカウンター

詳細は、082-423-8285までご連絡下さい。

https://www.ilist.j
p/mobile/index/5

889/

場所西2コープ
ショップ
サービス PCの購入
や修理
利用方法開店時間
に来て下さい。

詳細は、082-424-0920までご連絡下さい。

PCカウンター

東広島キャンパス
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HU CO-OP
In Higashi Hiroshima Campus

MORE 

FROM

Where? 
North 1 Co-op Shop
What?
Airline tickets, JR tickets, etc. 
for overseas and domestic 
travel
How?
Please use the QR code to 
make a reservation before 
your visit

https://www.ilist.jp/mobile/i
ndex/5889/

Travel Counter

Where? 
North 1 Co-op Shop
What? 
Name card making, printing and binding of 
thesis, dissertation and dissertation, car 
rental, and driving school
How?
Please use the QR code to make a 
reservation for your visit.

Service Counter

For more information, kindly contact this number 082-
423-8285

https://www.ilist.j
p/mobile/index/5

889/

Where? 
West 2 Co-op Shop
What? 
PC purchasing and 
repairing
How?
Please visit the shop 
during their opening 
hours. 

For more information, kindly contact this number 082-424-
0920

PC Counter
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勉強して疲れたり眠くなってきたら、コーヒーでリフレッ
シュしましょう。6時以降に開店です。

ラララカフェ (中央図書館の中)

教科書センター (学生プラザ前) 
授業で教科書が必要ですか？キャンパス内にある教科書センターで揃えましょう。
生協組合員なら10%割引です！

安くて快適な部屋を探していますか？
住まいの斡旋カウンターであなたに
あった部屋を見つけましょう。詳細は
下のQRコードをスキャンするか、リン
クにアクセスして下さい。

住まいの斡旋カウンター
(大学会館コープショップとなり)

http://www.sumumu.com/user/hiro
shima_univ/index-e.html

その他のサービス
東広島キャンパス
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HU CO-OP
In Higashi Hiroshima Campus

Feeling sleepy and tired while studying? Grab a coffee and
freshen up from 6pm onwards at the café

LA LA LA CAFÉ at central library 

TEXTBOOK CENTER in front of Student Plaza
Need a new textbook for class? Buy them from the textbook center on campus
without having to go to a book store outside. Get a 10% discount if you are Co-op
member!

Looking for an affordable and suitable
home? Visit the housing support service
office to find yourself a home that suits
your needs. For more information, scan
the QR code or access the link below.

HOUSING SUPPORT SERVICE
Next to Daigakukaikan Co-op shop

http://www.sumumu.com/user/hiro
shima_univ/index-e.html

MORE 

FROM
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コスタコーヒー (工食・北１レストラン)

フレッシュコーヒーやココアが飲みたい？工食か
北１レストランでコスタコーヒーを飲みましょう。
200円からです。

調理パンや菓子パンをお探
しですか？きた 2 コープ
ショップのとなりで、売り
切れる前にどうぞ！

Bake Baker Base

喉が渇いたけど環境
にも配慮したい？ミ
ネラルウォーターの
自動販売機にマイボ
トルを持って来て下
さい。10円からの良
心価格です。

ミネラルウォー
ターの自動販売機

その他のサービス
東広島キャンパス
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HU CO-OP
In Higashi Hiroshima Campus

COSTA COFFEE (Engine café, North 1 restaurant)

Looking for freshly brewed coffee or hot chocolate?
Head down to Engine Café and North 1 restaurant
and have a cup of goodness with Costa Coffee from
only 200 yen.

Are you a fan of freshly
baked bread and pastries?
Head over to the bakery near
North 2 Co-op shop to grab a
bite before it runs out of
stock.

BAKE BAKER BASE
Feeling thirsty and at the
same trying to protect the
environment? Use the
mineral water vending
machine by filling up your
own bottle at a cheap
price of only 10 yen.

MINERAL WATER 
VENDING 
MACHINE

MORE 

FROM
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電子レンジサービス
生協で買った弁当が冷た
いなら、コープショップ
にある電子レンジで温め
ましょう。

期間限定の50円朝食
キャンペーンや自転
車点検キャンペーン
を利用しよう (*期間
限定なので、生協
SNSで確認して下さ
い)。

50円朝食 自転車点検キャンペーン

生協の開店時間は時期によって異なります。最新情
報は広島大学生協のウェブページ（多言語対応） 、
もしくは公式フェイスブックアカウントやインスタ
グラムアカウントを見て下さい。

https://www.hucoop.jp/index.html https://www.facebook.com/hucoopen

https://www.instagram.com/hu_coop/

その他のサービス
東広島キャンパス
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HU CO-OP
In Higashi Hiroshima Campus

MICROWAVE 
OVEN SERVICE
The bento box you
bought at the Co-op Shop
is too cold? Heat them up
using the microwave
oven installed in all the
Co-op Shops and eat your
food fresh.

Enjoy a limited time
breakfast for only 50
yen and also a
seasonal free bicycle
check up (*Check our
SNS for updates
because these
two programs are
seasonal).

50¥ BREAKFAST BICYCLE CHECK-UP

The opening hours of our services vary depending on
the time and situation, so please see the Hiroshima
University Co-op website (displayed in multiple
languages) or the official Facebook / Instagram page of
the Hiroshima University Co-op for the latest
information.

https://www.hucoop.jp/index.html https://www.facebook.com/hucoopen

https://www.instagram.com/hu_coop/

MORE 

FROM
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水の自動販売機

逆浸透膜で「純粋水」を造り、
さらに「深海ミネラル」をブレ
ンドして2種類の深海ミネラル
水 が 選 べ 、 お 好 み の 水 量
(350mL・500 mL)が選べます。

1.プレミアム硬水
栄養機能食品 (マグネシウム）
硬度600以上のミネラルが含ま
れています。

2. 中硬水ミネラル
硬度100~300のミネラルが含まれ
ています。

3. 純粋水

極めて微細フィルターでろ過し
不純物を取り除いた安心・安全
なお水です。

その他の
サービス
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WATER VENDING

Pure water is produced by reverse
osmosis membrane and blended with
"deep-sea minerals" to provide a
choice of two types of deep-sea
mineral water and your preferred
water volume (350 mL or 500 mL).

1. Premium hard water
Contains minerals with nutrient
function food (magnesium) hardness
of 600 or higher.

2. Medium-hard water minerals
Contains minerals of hardness
100~300.

3. Pure water
Safe and reliable water that has been
filtered through an extremely fine
filter to remove impurities.

MORE FROM

HU CO-OP
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弁当リサイクル
リリパック

広島大学生協が販売する弁当箱はリサイクルできると知っていましたか？ こちらがガイドです！

弁当箱リサイクル*の3ステップ
*広島大学生協で販売されている弁当箱のみです

ステップ2
黒いフィルムを剥がして燃えるゴ

ミへ捨てる

ステップ3
白い弁当箱をリサイクルかごへ入
れる

QRコードをスキャンして、ビデ
オ「Bento Recycling 101」を見て

ください！

ステップ1
広島大学生協で弁当を購入

その他の
サービス
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BENTO RECYLING
“RE-REPACK”

Did you know that you can recycle your HU Co-op Bento Lunch Boxes? Here’s how!

3 Simple Steps to Recycle your Bento Lunch 
Boxes*

*only Bento Boxes produced by HU Co-op can be recycled at HU Co-op*

Buy a HU Co-op Bento Box

Step 2
Peel off the black film and throw it 

in the burnable garbage!

Step 3
Throw the white box into the 
recycling bin.

Scan the QR code to watch our
Bento Recycling 101 video!

MORE FROM

HU CO-OP

Step 1



page 19

弁当リサイクル
リリパック

その他の
サービス

東広島キャンパスのリサイクルかごマップ

HU CO-OP Booklet 2022-2023
広島大学生協が販売する弁当箱はリサイクルできると知っていましたか？ こちらがガイドです！
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BENTO RECYLINGMORE FROM

HU CO-OP
“RE-REPACK”

Did you know that you can recycle your HU Co-op Bento Lunch Boxes? Here’s how!

Higashi Hiroshima Campus Recycling Bins Map
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大学生協留学生保険
保険の大切さ

「留学中に他人の物を壊してしまっ
た・他人にケガをさせてしまった・
自身が大ケガしてしまった」こんな
ときに、たくさんのお金が必要です。
保険に入ると、お金が補償（ほしょ
う）されます。

大学生協留学生保険の補償内容

2. 死亡・後遺障がい：自分が死んでしまった、障がいが残ったとき

3. 救援者費用：家族が自分を助けるためにホテルや飛行機などを使ったとき

4. 借家人賠償責任：マンションなどで賠償しないといけない時に補償される。住
んでいるマンションの保険に入っていれば、これはなくてもいい。

5.家財：マンションなどについていた家具が壊れた時など。

これから保険に入る
人へ

西2コープショップ（組合員カ
ウンター）で入ることができ
ます。

1
2

3 個人賠償責任：

1. ほかの人をケガさせた、ほかの人のものをこわしたときに補償
される。実験やインターンなどで必要。
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INSURANCE University Co-operative 
International Student 
Insurance

Importance of Insurance in Japan
If you break someone else’s property,
injure someone else, or seriously
injure yourself while studying abroad,
you will need a lot of money. If you
have insurance, you will be covered
for the money.

University Co-operative International 
Student Insurance Coverage Plans

(2) Death / Disability Benefit: Covers if you die or are left with a disability.

(3) Rescue Fees: Covers when your family members use hotels, airplanes, etc. to help
you.

(4) Tenant Liability: Covers when you have to compensate for damages in an
apartment building, etc. If you have insurance for the apartment you live in, you don't
need this.

(5) Household goods: Covers when the furniture in your apartment is broken.

To those who are
about to get insurance
You can get the insurance at
West 2 Co-op shop (member’s
counter).

1
2

3 (1) Personal Liability: Covers you if you injure someone else or
damage someone else’s property. Necessary for experiments,
internships, etc.

20
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ひと言
カード
マネージメントについて
利用していて、もっとこうしてほし
いという要望がでてきます。それら
を良くするために、いくつかの方法
を紹介していきます

生協に対するご意見・要望を書いていただく紙
です。

みなさんのご意見・ご要望を
生協に伝える方法として、生
協のマネージメントに生かし

ていきます。

どこにありますか？

ひと言カードの目的

各コープショップ、各食堂に
回収箱があります。

ひと言カードを回収箱に入れ
てください。掲示板・生協の

ホームページに答えが
返ってきます。

どういうふうに書けばい
いですか？

ひと言カードに生協へのご
意見・ご要望を裏の記入上
の注意をよく読んだあとに、

お書き下さい。

21
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COMMENT
From Co-op Management
As you use the Co-op, you may have 
requests. Here are a few ways to make 
your Co-op experience better!

This is a paper where you can write your 
opinions and requests to the Co-op.

We will make use of your 
opinions and requests as 

a means of 
communicating them to 

the Co-op for its 
management.

Where do you find it?

Purpose of the 
comment card

There are collection boxes at 
each of the Co-op shop and 

cafeteria.
Please put the Comment Card in 
the collection box. They will be 

posted on the bulletin board 
and HU Co-op Website.

How should you write it?

Please read the instructions 
on the back of the card 
carefully and write your 

opinions and requests to the 
Co-op.

CARD
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ビデオ「Comment Card」を見て下さい！

実際に寄せられたひと言カードに
書かれた内容は様々です。
例えば…

「キムチおいしいです！手作りで
すか？ 」

「黒・赤・青・緑の４色ボールペ
ンを入れて欲しい。あと、替え芯
もお願いします。」

「ファッション誌の種類が少ない。
もっと増やしてほしい。」

ご自由に書いてください。

ひと言カード
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Watch ‘How to use the ‘Comment Card’ 
video here!

The actual contents of the cards
vary.

For example...

“Kimchi is delicious! Is it
homemade?”

“I want a black, red, blue and green
ballpoint pen. And refills, please.”

“There are not enough fashion
magazines. Please add more.”

Please feel free to write anything.

COMMENT CARD



HU CO-OP Booklet 2022-2023

page 23

総代会
総代会について

年一回（5月下旬）、総代が集まって話し合
う会議。総代は生協のメンバーなら誰でも
なれます！

参加してできること…

生協のトップなどを選ぶ、意見を言うなど

参加の方法…5月中旬、総代に立候補する。

「広島大学生協 総代会」で
調べて下さい。写真は2022年

の総代会です

組合員 総代

総代会

理事 監事

理事会 監事会

組
織
部O

Z

管
理
部

住
生
活
事
業
部

シ
ョ
ッ
プ
事
業
部

食
堂
部

様
々
な

企
画

選ぶ

参加

選ぶ選ぶ

参加 参加

監
査

参
加

お
金

使
う

様
々
な

サ
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委
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GENERAL ASSEMBLY
of Representatives

About “Soudaikai”
A meeting once a year (late May) where 
the General Representatives gather to discuss. 
Any member of university Co-op can be a 
general representative!

What can you do by participating?
Selecting the chairperson of university Co-
op, expressing opinions, etc.

How to participate?
In mid-May, run as a candidate for 
the position of general representative.

Please look up “Hiroshima 
University Co-op 

Soudaikai”. The photo shows 
2022 Soudaikai.

Co-op members Soudai

Soudaikai

Directors Auditors

Board of 
Directors

Board of 
Auditors

H
UCISC

O
Z

Department
Management

Living
Shop

Cafeteria

Events

Participation

M
oney

Services

U
se

Selection

Participation

SelectionSelection

Participation Participation

Audit

D
irection
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組織部OZ / HUCISC
組織部OZとHUCISCはどちらも、学生と広大生協の仲介役として大学生活をサポー
トするために活動する学生団体です。

主に日本人学生による団体です

留学生と日本人学生の両方で構成されて
います

留学生に生協のサービスを紹介したり、日本語のレッスンを
行ったりします

留学生と日本人学生の交流イベント行うこともあります

2021年3月に発足し、日本人学生と留学生のためのプロジェク
トを企画し続けています。

新入生の学生生活に役立つ情報を載せた冊子「BEACON」を毎年発行します

新入生のために、入学前や入学後の何でも相談会や新入生歓迎会を開いています

生協に親しんでもらうために、様々な時期に生協食堂やコープ
ショップでメニュー総選挙やガラポン大会などを企画します。

様々な情報を発信
しています。
Twitterを見てくだ
さい！

留学生委員会

FacebookやInstagramで情報
を発信しています。是非
チェックしてください！
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STUDENT ORGS
Both OZ and HUCSIC are student organizations established to support students’
campus lives. They intervene between HU Co-op and students.

The members are mainly Japanese students

The members are both Japanese students 
and international students

They introduce the service of Co-op to international students and 
offer Japanese language lessons

They organize events for the interaction between Japanese 
students and international students

Established on March 2021,  they continuously organize projects 
for both Japanese and international students.

They publish a booklet,” BEACON”, with useful information for freshies every spring.

They organize welcome parties.

They organize counselling sessions both before and after enrollment.

To make students and staff familiar with Co-op shops and cafeterias, 
and make them have fun. We plan fun events like lottery events.

You’ll get 
more 
information 
on Twitter. 
Check it!

Hiroshima University Co-op 
International Student Committee

You’ll get more information 
about us on Instagram and 
Facebook. Check them 
please.
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生協が留学生の皆さんの生活をサポートします。日常生活で困っていること、
ひとりで解決できないこと・・・生協にご相談ください。皆さんの生活をサ
ポートします。

① まず、メールでご連絡ください

Mail: international_student@hucoop.jp

お名前と携帯番号を記入のうえ、質問、サポートして欲しいこ
とを書いてください。(英語、日本語、またはインドネシア語)

② 生協の担当者より、折り返しメールいたします

③ 場合によっては、電話したり、直接お話して、または同行
してサポートします。

医療機関、市役所等には同行しません。
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Co-op supports the lives of international students. If you have any problems
in your daily life, or if you cannot solve them by yourself, please contact the Co-op.
We will support you in your daily life.

(1) Please contact us through e-mail.

E-mail: international_student@hucoop.jp

Please write down your name, mobile number, questions, and 
what you want us to support (you can write in English, Japanese or 
Indonesian language).

(2) The person-in-charge at the Co-op will reply to your inquiry.

(3) In some cases, we will call you, talk to you directly, or 
accompany you.

We cannot accompany you to medical institutions or city hall.
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