
【第1回ツイッターフェス】
いまツイッター始めなければ
もう間に合わない？！

～一年生も就活生も内定者も、集合！！～

日本財団ＣＡＮＰＡＮ・Twitter研究会インターン
伊藤・内野・河西



今日のタイムテーブル

19：00～ オープニング

19：05～ ノウハウ講座
「そもそもツイッターって？！」
「ツイッター活用自己ブランディング術」

19：45～ トークセッション ゲスト：小林大地（明治大学商学部4年）
「ツイッター×学生生活＝ソーシャルインパクト！？」

20：20～ 【休憩、会場転換】

20：30～ ワールドカフェ（１５分×4）
21：30～ ワールドカフェまとめ

～21：40 終了予定



日本財団って？
ツインターンって？



Twinternとは？

日本財団ＣＡＮＰＡＮツイッター研究会インターン

伊藤、内野、河西の大学生3人です。

Ｔｗｉｔｔｅｒを使ったソーシャルな活動な活動の実践のためのイン
ターンをしています。2010年8月～12月の活動予定。

ツイッターアカウントは
@twintern10です！
フォローミー！



日本財団とは？？

●公益・ボランティア●
ー社会福祉・教育・文化などの活動の支援

●国際協力●
ー海外における人道活動や人材育成における支援

●海洋関係●
ー海や船にかかわる活動への支援



ＣＡＮＰＡＮって？？

☆民が民を支える社会をつくる、ソーシャルプロジェクト

・ＮＰＯ活動支援
・企業ＣＳＲ活動支援
・学術団体活動支援

ー公益ポータルサイトの構築支援
ーコミュニティ
サイトの運営
ーＮＰＯの情報発信
ーＮＰＯ団体情報データベースの構築
ーオンライン決済システムの提供
ーＣＳＲ情報の発信、調査・研究
ーアワードの開催

Etc…







ここからが今日の
ツイッター活用講座です！



本イベントのテーマ「ツイッター×学生生活からのソー
シャルパクト、ソーシャルアクション」
Twitterなどのソーシャルメディアについて、個人、ビジ

ネス、ソーシャル、社会的課題の解決（の３つの領域
で積極に活用されています。ここでは、ツイッターをど
のように使えるか、そもそもツイッターとは、という話か
ら、ツイッターを使ったソーシャル活動の実践例も踏ま
え、ソーシャルメディアのさらなる可能性を探ります。
そして、活用方法であるネットワーク・コミュニティづくり
を個人のワークスタイルや学生生活、ソーシャルアク
ションにどのように応用できるのかを考えましょう。

本日の趣旨



•新しいプラットフォームの出現
•「土地勘」
•国内のツイッターのユーザ数が1000万人
を超えた
•アメリカではツイッターよりFacebook

•ソーシャル・メディア・マーケティング
•自社メディア・他社メディア・ソーシャルメ
ディアのトリプルメディア
•ソーシャルグラフ
•「検索」から「友人のコメント」へ

ソーシャルメディアに関する流れ



★YouTubeより「ソーシャルメディア革命」



★情報を「見つけに行く」のではなく
「情報が私たちを見つけに来る」時代



１．ツイッターとは

２．こんなこともできるツイッター

３．ツイッターからの自己ブランディングのコツ

ツイッター講座



ツイッターとは？

特徴
140文字のミニブログ
インターネットを利用したコミュニケーションツール
公開された形で、コミュニケーション
気になるつぶやきをお知らせできる（ＲＴ）
いろいろなインターネットサービスと連動
情報を取捨選択できる

決まった使い方はありません！
人によって使い方はイロイロ！

だから、使ってみないとわからない！！



Twitterのホーム画面 140文字で
つぶやきたいことを
ツイートしよう！！

フォローして
いる人の

つぶやき一
覧

（タイムライ
ン）

複数人のフォロワーがフォローしている
ユーザーを表示！

知り合いや気のあったユーザーが
すぐに見つかる！

フォロワーのＲＴから
気になった人を

フォローするのもオススメ！



ツイッターで何ができる？

・同じ趣味や興味を持つ人と気軽につながれる！ということは・・・

→自分の興味が高い情報が素早く得られる！
・「つぶやく」だけで気軽に情報発信ができる

→自分と同じ興味関心を持ってる人とつながる！
さらにハッシュタグやＲＴを活用できればさらに広がる！
・ツイッターの交流から、オフ会やセミナーで実際に会うこともできる

→現実でのつながりが得られる！
・・・などなど。ここに紹介した以外の方法でも、活用できるかも！？

具体例、詳しくは「自己ブランディング」編で！



人はどうして知り合いになれるのか？ＡさんＢさん
何か共通するものがある。

・出会いの場
・共有できる何かＣさん知り合いの知り合いは安心

そもそも出会い、つながりとは？

Aさん

Ｂさん

Cさん

共通の何か

安心！



人はどうして知り合いになれるのか？

•このような出会いがネット上で起きているのが、ツイッ
ターなどのソーシャルメディア
•最初は実際に知っている人との関係から始まる。そ

の次に知り合いの知り合いにと、ネットワークが広が
る。
•情報リテラシーが高まると、知り合いの知り合いでな
くても、信頼出来るかどうかの判断が出来てくる。

そもそも出会い、つながりとは？



つながりをリストで活用

フォローが多くなりすぎて、気になる人の発言が見られない・・・

→「リスト」機能でお気に入りユーザーをピックアップできる！

つまり、自分がリストに入れられるということは・・・

→相手にとっての「お気に入り」ユーザー！

→自分が相手にどう思われているかわかる・・・かも？

ある人が、どのようなリストに入れられているか？

→その人がどういう人かをあらわす、他人の「お墨付き」



自分の作ったリスト一覧

ここをクリッ
ク！



「news」リストの中身は・・・？

ニュース関連
のアカウント
を選択！

ニュースだけを
抽出できる！

ニュースを素早く
チェック！



リストの作り方は？

あらかじめリストを
作っておいて、入
れたいリスト名に
チェックを入れれ

ばＯＫ！



自分が入れられているリストは・・・？

タイガースファン？

慶応生？

この人の友人？

・入れられているリスト名から、
その人がどのようなことをして
いるかわかる！
→「他人のお墨付き」



まずは自己紹介から



１．ツイッターとは

２．こんなこともできるツイッター

３．ツイッターからの自己ブランディングのコツ

ツイッター講座



ハッシュタグ

ハッシュタグとは？！

発言内に「#○○」と入れて投稿すると、その記号つきの発言が検索画面な
どで一覧できるようになります。たとえば何かイベントがあったときなどにこ
のハッシュタグを決めて発言することで、同じイベントの参加者同士で最新
情報や思い出を共有できるようになります。

※#○○の前後に、半角スペースを入れるのを忘れずに！

【例】
#oyatsu → 自分が食べたおやつについて皆で共有
#tnk → 今日の天気について皆で共有
#nhk → NHKの番組について皆で共有
#okan → 面白いおかん達の生態について皆で共有

http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/


#draft

#waseda

#draft2010



ハッシュタグ活用事例紹介

ハッシュタグ#

からつながり
を実感！



ハッシュタグランキング！

☆ハッシュタグクラウド
クライアントではないのですが、便利なので紹介！
今人気のハッシュタグはジャンル別のランキング形式になってます。
話題がすぐに解るので情報発信にもピッタリ！



９月３０日：NPTOセミナー
ファンドレイジングセミナー

参加

１０月９日
１３００人

イベントのハッシュタグを
つけてつぶやいたら・・・



• Twitterクライアントとは、Twitterをより便利に
利用するためのツールのこと。Twitterのペー

ジ以外からもつぶやきを投稿・閲覧すること
ができ、リプライやRTなどはもちろん、本来の
Twitterのページにはない、より充実した機能
も揃っています。クライアントには、Webから
利用するもの、Web以外から利用するもの、

メールで投稿するものなど様々なタイプがあ
ります。

クライアント



よくばりなクライアント

☆HootSuite
タイムラインだけでなく、＠(Ｍｅｎｔｉｏｎｓ)や自分のＴｗｅetのタイムライン、リストのタ
イムライン、ダイレクトメールなども一目でチェックできます！
リプライを見逃したり、一々リストを開く必要もないのです☆
ＴｗｉｔｔｅｒだけでなくFaceBook、MySpaceなどのＳＮＳもタブで切り替えられるので、
いろんなＳＮＳを使っている人にもピッタリです！



使いやすいクライアント！

☆tDash
タイムラインを過去から順番に表示したり、ユーザごとの新着チェックができます。
また、リプライもツリー状に表示されて便利です。
複数アカウントにも対応しており、タイムラインの切り替えができます。
写真もtDash内に保存することができます。
写真のアップもできたり、かなり初心者でも使いやすいクライアントです！



•実名で情報発信しているからこそ、信頼度が高まる
•情報発信と情報収集のツール＇分野、地域（
•ツイッター参加者の趣味・興味を知ることができる
•情報発信力の高い人たちが集まっている
•今までとは違うネットワークができる＇知り合いの知り合い（
•他人にとって、いい情報、参考になる情報、役に立つ情報であ
れば、他人が積極的に宣伝してくれる
•いろいろな募集ができる
•ツイッター発でキャンペーンができる
•他のインターネットメディアとの連携が簡単便利
•新たな情報や考え方が得られる
•あまり荒れることがない
•Twitterは自分だけではなく、フォローしている人や団体の成長
なども見れるツールである。

ツイッターのいいところ



ツイッターの難しいところ

•ツイッターをやっていないと、ツイッターの良さがわかりにくい
•最初はどんなことをつぶやけばよいのか、感覚がわからない
•団体として行うべきか、個人として行うべきか、迷う
•団体によっては、スタッフが自由に発言することが微妙な場合
も・・・
•ツイッターをすると、ブログの更新頻度が落ちてくる
•多様な価値観の中で折り合いをつけるのが難しい
•発信する側、受信する側それぞれのリテラシーが問われる

ツイッターは、共感が共感を生むメディア、
伝えてもらうメディア？！



１．ツイッターとは

２．こんなこともできるツイッター

３．ツイッターからの自己ブランディングのコツ

ツイッター講座



自己ブランディングの威力

自己ブランディングの定義

個人や企業家がプロフェッショナルとして、または個人
として、自分のバリューポジション（自分ブランドが相手
に提供できる価値）を明確にし、それをはっきりと伝え
ることで自分を差別化し、集団からぬきんでるプロセス

→自分にまつわる事実や特徴を明らかにし、それを周囲に伝えること。

自分ブランドを使えば、自分を差別化し、名を成すことも可能？！！



ソーシャルメディアは企業の採用活動を一変
させるでしょう。すでに人材市場は変わり始め
ています。もはや隠れていることはできません。
これは不可逆の重大な変化です。今後は個
人が仕事に『応募』するのではなく、企業が個
人を見つけるようになるでしょう。

（リビー・サーティン ヤフー最高人材責任者）



ツイッター就活事情





→１４０文字では伝えきれない自分のブランドをどう築く？！

・ツイッター界のカリスマはブランドが確立している！

・ブログと連動させることも重要

→ブログのコツ：

①テーマに情熱を持つ ②新鮮なコンテンツを頻繁に投稿

③正直かつオープンな態度で読者と接する

★「ブログが“家”だとしたらツイッターやfacebookは別荘のようなもの」

Byゲイリー・ヴェイナチェック



最後に

ツイッターは１００×５の法則から面白くなる！

・１００つぶやき

・１００人フォロー

・１００人フォロワー

・１００リプライ

・１００リツイート



ありがとうございました！

日本財団ＣＡＮＰＡＮ・Twitter研究会インターン
伊藤・内野・河西



トークセッション

ゲストスピーカー：小林大地氏（明治大学商学部4年）

ツイッター×学生生活からのソーシャルインパクト？！



小林大地さん（明治大学商学部4年）
Ｔｗｉｔｔｅｒ：＠ｂｉｃｙｃｌｅｃｒｏｓｓ

【プロフィール】
自転車で埼玉→宮崎まで口蹄疫被害へのメッ
セージを集めながら1500キロ自転車で走りま

す。特に畜産農家の収入が減り、学生の学び
の機会が減ることに問題を感じています。久
米先生のブログ起業論受講中 BtoCマーケ

ティングに興味あり仕事にしたいです。ハイ
ボールブログ運営中

http://bit.ly/ald7bt 

ゲスト紹介


