2013 年 11 月定例ミーティング議事録
文責：森口真靖
開催概要
日時：11 月 10 日（日）

14：30～17：30

場所：大学生協杉並会館 204,205 会議室
参加者
M2：10 名

M1：14 名 事務局：1 名

計 25 名

【議事録】

1. 自己紹介
参加者がそれぞれの近況を報告した。

2. 活動報告
① セクション活動
A) スイーツセクション
日時：11 月 2 日（土）13：30～16：10
場所：青梅
内容：キウイ狩り&香港スイーツを堪能

B) 美術館&スイーツセクション
日時：11 月 4 日（月）13：30～18：00
場所：国立西洋美術館&みはし（上野）
内容：ミケランジェロ展の鑑賞、和スイーツを堪能

C) ランカルセクション
日時：10 月 27 日（日）19：30～22：00
場所：パーティー会場@新宿
内容：ハロウィンパーティー！

② 生協企画
11 月 8 日(金)店長会議にて、
「院生のイチ推し書籍」の企画のプレゼンをした。


生協の店長さんが研究室へ訪問している店舗も多い。



まず、院生とのつながりをつくりたいという生協が多かった。
⇒院生とのつながりがまだ少ない。



院生と生協でじっくりお話する場をもっと設けてじっくりと企画を詰めていく。

3. 秋の院生交流会について
秋交流代表より、開催概要と GL 下見の予告、スタッフ下見の報告を行った。


11 月 10 日現在、参加者は 22 名。



参加締め切りは 11 月 15 日(金)だが、定員に満たない場合は延長する。



GL 下見は 11 月 16 日と 17 日の 2 日間行う





ミッションと鎌倉江ノ島の地理の確認。



運営側の連携を深める。

11 月 9 日(土)にスタッフで下見を行った。


江ノ電の江ノ島→鎌倉方面は混んでいなかった。



散策量は多い。



紅葉は今後に期待。



長谷(大仏)エリアのルートは複雑ではなかった。



懇親会のレイアウトを今後一週間で考えてお店と交渉。

4. 院生 stylebook（新院生向け冊子）について
院生 Stylebook2014 編集者より、概要、アンケートの依頼などの報告を行った。


スケジュール

11/3-11/12

アンケート、原稿執筆

11/13-11/30

原稿校正、レイアウト調整

12/1-12/10

仮冊子作成、最終校正、調整

12/11

入稿

12/15-12/25

印刷会社と校正



アンケートは 11 月 9 日現在で 46 人の回答が得られている。




締め切りは 11 月 12 日

「カバンの中の小物」の撮影の実施


お菓子、携帯、文房具、電子辞書など

5. 2014 年代表副代表選挙
2014 年度院生ミーティング代表副代表選挙を実施した。
代表：立候補者 1 名
副代表：立候補者 1 名
代表副代表共に立候補者が 1 名だったので、信任投票を行った。
⇒代表副代表共に全信任を得て決定！！

6. 春の新院生交流会&東京ブロック運営委員について
春の新院生交流会について


M1 のみで実施概要について話し合った。


浅草か他の場所か



いつ、何日間開催するか



代表は誰か

etc…
12 月定例までには開催日時と散策場所を決定する。
⇒院生 Stylebook2014 の裏表紙に載せるため。
東京ブロック運営委員について


東京ブロック運営委員についての説明を行った。



東京ブロック運営委員会とは





東京ブロック内で、活動報告や活動方針などの話し合いをする場。



IM 以外の活動も知ることができて、IM の活動に活かせる場でもある。

2014 年度 IM 新代表は南エリアに所属が自動的に決定。残りの武蔵野エリアと
総武エリアの運営委員を募集。


武蔵野、総武共に立候補者が現れ、決定した。



12 月 7 日の東京ブロック大会で代替わり。

7. 今後の予定
① 夏合宿 GW の生協企画について
A) オリジナルカフェ
日時：11 月 21 日（木）14：00～
場所：大学生協杉並会館
内容：店舗販売前のスイーツを試食し、感想・提案を述べる。
締め切り：11 月 20 日(水)

B) 就活イベント
日時：未定（参加者決定後、日程調整）
内容：東工大生協の竹之内さんと打ち合わせ

② セクション活動

A) スポーツセクション
日時：11 月 16 日（土）15：00～16：30
場所：皇居周り
費用：ロッカールームやシャワールームの使用料：800 円
初回登録料：100 円
内容：皇居ランを行います！

B) ランカルセクション
日時：11 月 23 日（土）14：00～20：00
場所：東京外国語大学&トルコ料理@新宿
内容：世界の料理や語劇を味わえる外大の文化祭に参加した後、エジプト or ト
ルコ料理を食べながらセクシーなベリーダンスを楽しむ。新宿にあるエジプト
or トルコ料理店からの参加も OK
締め切り 11 月 15 日（金）

C) 食セクション
日時：11 月 30 日（月）9：30～12：00
場所：たまな食堂
内容：オーガニックカフェで野菜中心の食事をしながら、自分の食生活を振り
返る。さらに、簡単にできる野菜から農薬を落とす方法など実生活で使える知
識も学べます。

③ 秋の院生交流会
日時：11 月 24 日（日）10：00～
場所：鎌倉&江ノ島

④ 2013 東京ブロック大会
日時：12 月 7 日（土）
場所：東京海洋大学越中島キャンパス

⑤ 12 月定例 MTG
日時：12 月 8 日（日）時間は未定
場所：大学生協杉並会館
内容：秋交流の振り返り、年度総括、学年別 MTG など
M1：これからの院ミについて&新院生交流会について etc
M2：執行代を振り返って etc

⑥ 院生ミーティング大忘年会
日時：12 月 8 日（日）12 月定例 MTG 終了後
場所：新宿近辺

概要

秋の院生交流会について
決定事項、報告事項は議事録通り。
＜質疑応答、意見、補足事項＞


裏方のタイムスケジュールも現在作成中。



GL に渡す備品は決まっているのか？
⇒GL マニュアル、地図、ミッション用紙を渡す。



参加者の集合場所は？
⇒片瀬江ノ島駅に集合して、受付後、江ノ島水族館の近くの広場へと移動する。



現在 IMnews に登録している M1、M2 に個別に声をかけて呼びかけている。



GL は下見前に事前に GL マニュアルを一読しておく。
⇒GL マニュアルも現在作成中



雨が降った場合は広場の屋根のあるところへ集まる。
⇒下見で確認済み。



雨が降っても基本は実施
⇒雨天の場合のスケジュールも考えておく。
その場合北鎌倉～鎌倉の散策は少し難しくなる。
※警報が発令されるほどの荒天の場合にのみ中止。

院生 stylebook（新院生向け冊子）について
決定事項、報告事項は議事録通り。
＜質疑応答、意見、補足事項＞


12 月の定例までに途中経過を見せてもらえることは可能か。
⇒完成イメージをつかみたい。みんなに経過を見てもらえれば、IM メンバー全員で作
っているということが実感できる。
⇒t-inseML で途中経過を報告できる。

※昨年は 11 月定例で途中経過を報告した。


今後、冊子に載せる写真を募集する。

東京ブロック運営委員
決定事項、報告事項は議事録通り。
＜質疑応答、意見、補足事項＞


就活や授業とかぶっていたらどうすればいいのか？
⇒就活や授業を優先して OK！



全国院生委員との違いは？
⇒全国院生委員は東京だけでなく、全国の大学院生と活動をしていく。
ブロック運営委員会は、各ブロックでの活動。

