
ツイッター×学生生活 

＝ソーシャルインパクト！？ 

明治大学商学部4年 小林大地 



自己紹介：小林大地 

  埼玉県出身 

  １９８８年２月生まれ（２２歳） 

  趣味：自転車、食べ歩き、椎名林檎 

 

  明治大学商学部（現役） 

  ↓ 

  ２０１０年：就職が決まらず留年 

  ↓ 

  ｔｗｉｔｔｅｒに出会う 



～自転車で宮崎県口蹄疫復興支援～ 

１．僕がしたこと 

僕が 

したこと 

旅をしよう
と思った
きっかけ 

自転車旅× 

ｔｗｉｔｔｅｒ 

Ｔｗｉｔｔｅｒ対 

他の 

サービス 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 
活用術 

「つぶやき」
の内容 



自転車で埼玉から宮崎へ 



口蹄疫被害応援メッセージ集め 



子どもの学びに対する義援金集め 

チャレンジを決める 

（自転車で宮崎） 

寄付先を決める 

（CANPAN子どもの
学び応援基金） 

チャレンジの 

趣旨に共感 

→募金 



～冗談を真に受けてみました～ 

２．旅をしようと思ったきっかけ 

僕が 

したこと 

旅をしよう
と思った
きっかけ 

自転車旅× 

ｔｗｉｔｔｅｒ 

Ｔｗｉｔｔｅｒ対 

他の 

サービス 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 
活用術 

「つぶやき」
の内容 



きっかけ：お酒の席での冗談 

それなら京都よりも 

口蹄疫で大変な 

宮崎まで 
行っちゃえばいい
じゃない！！ 

僕、夏休みを使って 

学生時代最後の 

思い出づくりに 

京都あたりに行こうと
思ってるんですよ～ 



なぜ冗談を実行に移したか？ 

 自転車が大好きだ！！！！ 

 

 留年：何か大きなことをしたかった 

 

 素敵な大人との出会い：仕事しながらチャリティー 

 

 宮崎の現状を知って：口蹄疫はまだ終わってない 



～旅でどのようにｔｗｉｔｔｅｒを活用したか～ 

３．自転車旅×ｔｗｉｔｔｅｒ 

僕が 

したこと 

旅をしよう
と思った
きっかけ 

自転車旅× 

ｔｗｉｔｔｅｒ 

Ｔｗｉｔｔｅｒ対 

他の 

サービス 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 
活用術 

「つぶやき」
の内容 



東国原知事にアピール 

大学生の私が口蹄
疫支援メッセージを
集めながら埼玉→宮
崎を自転車で走りま
す！！！ 



東国原知事にRTしていただいて… 

 ブログ：約１６００アクセス 

 

 twitter：フォロワー２００人増加 

 

 ２ちゃんねるで叩かれる 

 

 

 



メッセージが集まらない！！ 

大学にてメッセージ集めなう。しかし！シカト&テスト勉
強が忙しいからと一件もメッセージ集まらず…事前のア
ポ取り、怪しまれない声の掛け方って大事だな～と実感。 
#mainichirt_chari http://twitpic.com/29v8ql 

posted at 10:14:00 

 

おそらく大学生が一番気軽で声をかけやすいと思った
のでしょうが甘い！私なら商店街のお肉屋さんに行きま
す RT @bicyclecross 横浜国立大学にてメッセージ集め
なう。しかし！シカト&テスト勉強が忙しいからと一件も
メッセージ集まらず #mainichirt_chari 

posted at 10:37:56 
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宿泊先、メッセージ集めのツール 

 @bicyclecross 甲子園堪能しましたか＾＾ 姫路を
通られる場合は、明日の14時以降だと会いにい
けるので、嬉しいです(笑) 姫路っ子の勝手な希
望でした＾з＾♪ 

 

 @bicyclecross はじめまして。広島駅で自転車だけ

発見しました。ここ数日の広島はこの夏一番の暑
さだそうです。お疲れ様でした☆ この先も頑張っ
てください。 

http://twitter.com/bicyclecross
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ラジオ、新聞に… 

 長旅お疲れ様です。小林さんの宮崎入りを首を長
くして待ってます。小林さんを知ってもらいたいと
思いメールで地元新聞社(宮崎日日新聞)に宣伝
しておきました。 

  

 FM宮崎の話の続き。。昨日メッセージを読んでく

ださったお礼と、小林さんのツイッターアカウント
のお知らせを今朝メールしたら、また紹介してくだ
さったみたいです♪（嬉）  

 





自転車故障！！ 



旅での成果 

 ２４０８．０８キロ走破（３７日間） 

 総メッセージ数：１９８件 

 募金：３９８０４円（１０月２７日現在）  

 宿泊：縁者宅１８泊 野宿６泊 
ビジネス、カプセルホテル４泊 
NPO施設３泊 ﾈｯﾄｶﾌｪ２泊 その他５泊 

 新聞（毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、静岡新聞、西
日本新聞、宮崎日日新聞） 

 ラジオ（ＲＣＣラジオ、ＦＭ宮崎）テレビ（ＭＲＴ、ＮＨＫ） 

 紹介ブログ：２２ブログ（確認文のみ） 



東国原知事にメッセージ手渡し 

Ｔｗｉｔｔｅｒで 

たくさんの人たちが 

「君が宮崎に来る」と 

僕につぶやいてたよ！ 



～ｍｉｘｉボイス、２ちゃんねるとの比較～ 

４．Ｔｗｉｔｔｅｒと他のサービスの違い 

僕が 

したこと 

旅をしよう
と思った
きっかけ 
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ｔｗｉｔｔｅｒ 

Ｔｗｉｔｔｅｒ対 
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サービス 
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活用術 

「つぶやき」
の内容 



Ｔｗｉｔｔｅｒ 対 ｍｉｘｉボイス 

 ユーザー層が広い 

 本名、顔だしが多い 

 知らない人のつぶやき
が読め、返信できる 

 １４０文字なので気軽に
できる 

 素敵な社会人と関わる
チャンス 

 

 知らない人に声をか
けると怪しまれる 

 読んでくれる人が限ら
れる 

 内輪の情報発信向き 

 

Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｍｉｘｉボイス 



Ｔｗｉｔｔｅｒ 対 ２ちゃんねる 

 実名…実際に会って
いる感覚 

 ほぼ叩かれない 

 有名人、信頼できる
大人が多い。 

 

 匿名…言いたい放題 

 叩かれる 

 暇つぶしに読むのは
面白い 

 内部告発ができる 

 

Ｔｗｉｔｔｅｒ ２ちゃんねる 



例：セクハラサイコロ 

 



～初心者からのツイッター～ 

５．Ｔｗｉｔｔｅｒ活用術 

僕が 

したこと 

旅をしよう
と思った
きっかけ 

自転車旅× 

ｔｗｉｔｔｅｒ 

Ｔｗｉｔｔｅｒ対 

他の 

サービス 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 
活用術 

「つぶやき」
の内容 



テーマを絞る。オススメは「   」 

こんな記録的猛暑の中 

自転車で旅をするなんて 

   だねぇ～ 

こんな   なこと、 

学生のうちしか 

できないよ 

   な若者が 

わざわざ埼玉から 

自転車で来るんだよ～ 

バカ＝褒め言葉 

バカ 

バカ 
バカ 

バカ 



フォロワーが多い人を真似る 



プロフィール、名前をフルに活用！ 

                       

 

小林大地（明大商学部） 
@bicyclecross 埼玉県川口市 

久米先生のブログ起業論受講中 口蹄疫復興支援のため自
転車でメッセージを集め埼玉→宮崎走行経験あり。BtoCマ

ーケティングに興味あり仕事にしたいです。夢は「自分の考
えたマーケティング戦略でヒット商品を生み出す」「楽しみな
がら社会貢献をすることを一般的にする」ハイボールブログ
運営中http://bit.ly/ald7bt 

http://blog.canpan.info/bicyclecross 

ＣＨＥＣＫ① 
ＣＨＥＣＫ② 

ＣＨＥＣＫ③ 

ＣＨＥＣＫ④ 

ＣＨＥＣＫ⑤ 
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ツイッタープロフィールＣＨＥＣＫ！ 

• 実際にお会いするときわかりやすい。人柄がつたわる。信頼度ＵＰ 

①顔写真、似顔絵はつけているか？ 

• 信頼度ＵＰ。覚えてもらえる。ＷＥＢ検索で有利 

②本名でやっているか？ 

• 第一印象。共通点などでフォローしてもらえるきっかけになる。 

③一言プロフィールもつけているか？ 

• 素敵な大人は元気な学生が好き。フォローしてもらえるきっかけ。 

④夢、成し遂げたいことが入っているか？ 

• ブログへの集客ＵＰ。Ｔｗｉｔｔｅｒより詳しい内容で更に理解を深めてもらえる。 

⑤自分のＨＰ、ブログへのリンクは貼っているか？ 



Googleで「小林大地」を検索 

 



 



あくまでブログへの「玄関口」 



一体何をつぶやけばいいの？？ 

６．「つぶやき」の内容 

僕が 

したこと 

旅をしよう
と思った
きっかけ 

自転車旅× 

ｔｗｉｔｔｅｒ 

Ｔｗｉｔｔｅｒ対 

他の 

サービス 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 
活用術 

「つぶやき」
の内容 



ケータイ、iPhoneで。写真とともに 

 テーマに沿った真面目なつぶやき 

ex.自分の夢、目標とつながるようなつぶやき 

 

 

 

 テーマと関係ないつぶやき 

行ったところ、風景、食事など 



小ボケをかます→返信が来る 

今日は寒いから 

鮭が飲みたいな～ 

鮭の丸呑みは 

体に良くないですよ！！ 

骨がつっかえないように 

気を付けてください！ 

うろこのぬめぬめ感が 

たまりませんよね～ 

久々に笑わせていただきま
した！ 



まとめ 

 ツイッターは出会いのチャンス！ 
今迄出会えなかった素晴らしい方と会う可能性も 

 

 テーマを絞ってつぶやく 
なんでもいいので、夢や目標を持ちつぶやく 

 

 プロフィール欄をフル活用する 
勇気を出して本名で 

 

 真面目＆キャッチーなつぶやきの両立 
ボケたほうが返信が来る場合も 



つぶやきを 
習慣に 
見る前に跳べ！ 



ご清聴ありがとうございました 

小林 大地【明治大学 商学部 商学科】 

Google「小林大地」で検索！！ 
mail:    southerndai@gmail.com 

twitter: http://twitter.com/bicyclecross （@bicyclecross） 

 

【「JustGiving Japan」にて募金活動をしています】 

「自転車で埼玉→宮崎へ！口蹄疫被害家庭の学生支援」  

http://justgiving.jp/c/521 

 

【口蹄疫支援！自転車で東京→宮崎へ行く大学生のブログ】 

http://blog.canpan.info/bicyclecross/ 

 

http://twitter.com/bicyclecross
http://twitter.com/bicyclecross
http://twitter.com/bicyclecross（@bicyclecross
http://twitter.com/bicyclecross（@bicyclecross
http://twitter.com/bicyclecross（@bicyclecross
http://justgiving.jp/c/521
http://justgiving.jp/c/521
http://blog.canpan.info/bicyclecross/
http://blog.canpan.info/bicyclecross/

