2013 年 8 月定例ミーティング議事録
文責：森口真靖
開催概要
日時：8 月 24 日（土）

15：30～18：20

場所：大学生協杉並会館 2 階会議室 204 205
参加者
M2：13 名

M1：11 名 事務局：1 名

計 25 名

【議事録】

1. 自己紹介
近況報告など自己紹介を行った。

2. 活動報告
① セクション活動
A) ランカルセクション
日時：7 月 28 日（日）18：00～22：00
場所：豊洲オクトーバーフェスト
内容：ドイツのビールを堪能しながらの写真コンテスト

B) 海セクション
日時：8 月 10 日（土）
場所：猿島
内容：無人島猿島で BBQ＆探検＆海水浴

C) 歴史散策セクション
日時：8 月 17 日（土）13：50～15：00
場所：劇団四季「春」
内容：ミュージカル「ライオンキング」を観賞

② 東京ブロック運営委員会
日時：7 月 20 日（土）13：00～17：00
場所：東京大学駒場キャンパス 食堂 2 階
ミーティングからは 3 名が出席した。

3. 夏の院生交流会の報告と振り返り
テーマ：
「院フェス～夏から始めるスマートライフ」
日程：8 月 4 日（日）
場所：目黒区青少年プラザ
① 夏の院生交流会代表より活動報告を行った。
② 夏の院生交流会の振り返り、話し合いの時間を設け、交流会を終えて、良かった
ところ・改善できるところ（スタッフ目線でも参加者目線でも）の意見を出し合
った。
③ 話し合った内容を発表した。

4. 院生ミーティング夏合宿について
日時：9 月 22 日（日）
、23 日（祝月）
場所：伊豆 ペンションマスカレード
定員：40 名
① ミーティング代表より夏合宿の概要を紹介した。
② グループワークのテーマ案について、話し合いを行った。
③ グループごとにテーマ案について発表した。

5. 新院生向け冊子～院生 Style Book～編集メンバー募集
①

昨年度の編集委員より、院生 StyleBook についての説明を行った。

②

今年度の編集委員を募集し、M1 が 2 人立候補してくれた。

③

編集委員は 9 月 10 日まで募集を続ける。

6. 秋の院生交流会について
① 今年度の秋交流についての概要、方向性などの説明を行った。
② 今年度の秋交流は「散策系」の方向で企画を進めていく。
③ スタッフを募集し、M1 が 5 人立候補してくれた。
④ また、M2 が 3 人サポートスタッフとして参加する。
⑤ 編集委員と同じく、9 月 10 日まで募集を続ける。

7. 今後の予定
① セクション活動
A) 星セクション
日時：8 月 31 日（土）～ 9 月 1 日（日）
場所：長野県
費用：12000 円程度
内容：高原コテージに泊まって野外での天体観測と、2 日目は観光♪

B) ランカルセクション
日時：9 月 15 日（日） 10：00～14：00
場所：多摩動物公園（日野市）
費用：入園料 600 円
内容：動物園を楽しみながら、出身国での動物の呼び名を学びます。
さらに、鳴き声クイズなども行います（Ex. 日本語：ワンワン、英語:バ
ウワウ)
締切：9 月 11 日

C) スポーツセクション
日時：9 月 15 日（日） 16：00～18：00
場所：パライーゾ国分寺（フットサル施設）
内容：総武エリアスポーツ大会に向けて、フットサルで運動不足の解消！！初
心者大歓迎！！
締切：9 月 7 日

② 東京ブロックサマースクール
日程：8 月 25 日（日）～27 日（火）
場所：群馬県水上

③ 院生ミーティング夏合宿
日程：9 月 22 日（日）
、23 日（月/祝）
場所：伊豆 ペンションマスカレード

④ 総武エリアスポーツ大会
日時：9 月 29 日（日）
場所：埼玉大学

内容：テニス、バスケ、バレーなど

⑤ 全国院生セミナー
日程：10 月 5 日（土）
、6 日（日）
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加申し込みは事務局まで

⑥ 松代大本営・無言館見学会
日程：11 月 3 日（日）～11 月 4 日（月）

⑦ 院生ミーティング大同窓会
日時：11 月定例 MTG 後（11 月 10 日（日）の予定）
場所：新宿近辺
内容：立食パーティー形式。院生ミーティング OBOG との歓談やこれまでの院生ミ
ーティングの活動の紹介（各代ごとに）
（上記は予定ですので、今後変更になる可能
性があります）

10 月定例ミーティング
日時：10 月 27 日（日）
（予定）
場所：大学生協杉並会館 地下会議室
時間：16：00～18：00（予定）
内容：夏合宿の振り返り&全国院生セミナー報告&院生 stylebook&秋の院生交流会など

概要

3．夏の院生交流会の報告と振り返り
テーマ：
「院フェス～夏から始めるスマートライフ」
日程：8 月 4 日（日）
場所：目黒区青少年プラザ
※詳細は資料参照


参加者は、院フェスが 41 名、懇親会が 55 名だった。



午前企画では冷しゃぶ手打ちうどんサラダをつくり、午後企画では、OBOG を
交えて、今後の院生生活の過ごし方についてグループワークを行った。



楽しめた、みんなと仲良くなれた、と喜びの声が多く聞け、夏交流は大成功だ
った。

夏交流の振り返りの話し合いの内容
①グループ


企画内容で参加しようかどうか迷ってしまう。



午後企画での話し合いをもう少し充実させたかった。



OBOG が来るということで参加したくなる。



がっつり話し合えるテーマとそうでないテーマの差があった。



午後企画 GL の負担が大きかった。



ごみの処理に困ってしまった。

②グループ


研究とインターンが忙しい時期だった。



新院生が行くものだと思った。



グループが全員知っている人だった。



スタッフ人数が多くて、自分の仕事しか把握できていなかった。



企画終了後、参加者がずっととどまっていたので、どこまでが懇親会に行くのか
を把握できず、誘導に手間取った。

③グループ


OBOG をお呼びする企画がすごくよかった。



スタッフが多すぎた。



グループが全員知っている人だった。



午前と午後でグループの割り振りが大変なので、グループがすでに知っている人
ばかりでも仕方がないのでは。

④グループ


午前企画で待ち時間が長かった。



なんで今回の交流会で料理を作るのかの説明がほしかった。



一グループの人数が多かった。料理に参加できない人もいた。



人数が多く、時間が限られていたので、交流ができなかった。



午後企画では、ほかのテーマの意見も聞きたかった。



参加者を固定して、OBOG を自由に動かす方がよかった。



懇親会ではスタッフが固まりすぎていて入りづらい雰囲気もあった。



グループが大人数になると深く交流できないかも。



スタッフが多くなるとスタッフ間の意思疎通ができない。



部門間で連携を取る。そしてアドバイスをもらうのがよい。

⇒今後の交流会では、多くの人と交流できるような人数調整を行うことを課題とする。

4．院生ミーティング夏合宿について
日時：9 月 22 日（日）
、23 日（祝月）
場所：伊豆 ペンションマスカレード
※詳細は資料参照


合宿の目的：
・
「大学生協院生ミーティング」2013 年度前半の活動を振り返り、院生ミー
ティングの意義を再確認して後半の活動を考える
・グループワークを通して、院生や院生ミーティングの意見・考えを大学生協の
取り組みに反映出来ることを実感する
・今後の院生ミーティングの活動がより活発になるよう、夏合宿全体を通して学
年を超えた院生同士の交流を深める



合宿のタイムスケジュール
時間

内容

8：00

新宿に集合

8：30

出発

12：30

ホテルへ到着
・チェックイン
・会議室の準備
・昼食は出ないので、各自で用意する。

ミーティング①：ウォーミングアップミーティング
～大学生協・院生ミーティングについて知ろう！～
13：30

はじめに&自己紹介＜20 分＞

13：50

院生ミーティング前半の活動振り返り＜20 分＞
浅草めぐり、夏の院生交流会、セクション活動
（良かったこと、反省点、今後に向けて）

14：05

大学生協・院生ミーティングについて
・生協の成り立ちと大学生協について＜15 分＞
・組織委員会と学生委員会について＜10 分＞

・院生委員会と院生ミーティングについて＜15 分＞
14：45

休憩＜10 分＞

ミーティング②：メイン企画 グループワーク
～生協企画を考えよう～
テーマに分かれ、それぞれのテーマごとに生協の事業部へ提案出来るような企
画を考えます。
＜テーマ案＞
①「就活コーナー」をつくろう

②「卒業生向け企画」の提案

③スイーツ男子のお勧め企画

④院生のオススメ旅行

⑤8 月定例で案を募集

⑥8 月定例で案を募集

⑦8 月定例で案を募集

＜考える項目＞
①お店（学校の購買部）で展開する時期 ②対象 ③期間 ④どのようなもの
を（商品内容） ⑤宣伝方法 など
＜目標＞
実際に企画書を作成する。作成した企画書を生協の事業部へ提案する。
19：30

夕食（BBQ）&花火大会

21：30

懇親会

24：00

就寝

＜二日目＞
7：30

朝食

8：30

会場準備

ミーティング②：9 月定例ミーティング＜180 分＞
9：00

議題
・活動報告
・新院生向け冊子について
・秋の院生交流会について
・全国院生セミナーについて
・今後の予定
・夏合宿の総括

12：00

昼食

13：30

観光

17：00

現地発

20：00

東京着



2 日目の 9 月定例 MTG 終了後には城ヶ崎を観光。



バスレクを行うか否かについて多数決を行い、バスレクを行うことに決定した。
⇒強制参加ではなく、自由参加型のバスレクを夏合宿観光係で後日決める。

合宿でのグループワークのテーマの案出し


生協職員が思っていることと学生が思っていることは違う。



学生、院生の生の声を聞きたい。



意見を生協の品ぞろえに反映させたい。



商品でも企画、事業でもいい。

①グループ


場所の有効利用。夜の時間を利用。



レンタル CD など。CD ショップとの連携。



院生用の棚。楽しいイベント用の棚が欲しい。

②グループ


お弁当の充実。混雑の解消。



就活イベント。講演会。

③グループ


夜遅くまで実験している人用に弁当販売。



栄養のあるメニューが欲しい。



院生のデータ(生活について)が必要。

④グループ


女子会を企画。
⇒理系は女子が少ないから女子同士の交流。
その女子会で生協の新商品を企画。



スポーツ大会の開催。景品も付ける。



BBQ セットを売る。



オススメの書籍コーナー。
⇒研究が行き詰ったときの息抜き用の本。
院生にアンケートをとってランキングを作成。

⑤グループ


季節コーナー。
⇒学内で BBQ コーナーなど。



出会いコーナー。生協企画の街コン。

⇒この案の中から、後日合宿メンバーで話し合い、テーマを決定する。

5．新院生向け冊子～院生 Style Book～編集メンバー募集
※詳細は資料参照


院生 StyleBook とは、院生ミーティングが新院生(進学を考えている学部生)
に向けて毎年発行する大学院生活の案内冊子である。




発行部数は約 2 万部である。
スケジュール：
8 月定例：メンバー決定
9 月夏合宿：コンテンツをみんなで考える
10 月定例：執筆者募る
～12 月上旬：執筆・校正
年末：原稿提出



編集委員が実際に行う作業：
① 冊子のコンセプト（目的）の設定
② コンテンツ決め
③ 執筆者募る（1 ページ丸々もあれば文章のみも）
④ 自らも作成
⑤ デザイン、アンケート作成・集計
⑥ 提出された原稿を校正、修正の繰り返し
⑦ 印刷会社の方とやりとり（毎年同じ業者）



編集に関わることの魅力
① 編集能力が鍛えられる
② なんとなくセンスが良くなった気がする
③ 想い出が形に残る
④ 責任感、業務スピードが向上
⑤ 忙しさとの両立ができる

－時間はないけど、なにかやりたい
－院生ミーティングの活動に携わりたい

6．秋の院生交流会について
※詳細は資料参照


秋の院生交流会とは、院生ミーティングが主催する 3 つの交流会(春、夏、秋)
のうちのひとつ。



秋季に院生が持つ悩みやニーズに沿った企画を行っている。



秋季には修論や研究のリフレッシュをしたいとの要望が多く、今年度は散策系
企画を行う。



開催候補日：
11 月 23 日（土）
、24 日（日） （16 日（土）、17 日（日）も可能性としてあり）
・就活が始まる直前ではなく、少し余裕を持って。
・大学の文化祭となるべく被らないようにする。
・11 月定例 MTG を交流会の前に開催する。(11 月 10 日の予定)
⇒11 月定例 MTG で秋交流企画の最後の確認を行う。



夏合宿までに第一回スタッフミーティングを行い、企画の大枠(散策場所など)を決
定する。

