10 月定例ミーティング議事録
月定例ミーティング議事録
日時：2014 年 10 月 25 日（土）15:00～18:00
場所：大学生協渋谷会館 1 階 B 会議室
参加者
M2:18 名

M1:12 名

D1:1 名

B4:1 名

事務局:1 名

計:33 名

【議題】
1. 夏合宿の報告・企画フィードバック
2. 院生 StyleBook について
3. 秋の院生交流について
4. 全国院生セミナーについて
5. 広報について
6. セクション報告
7. 今後の予定
【詳細】
1. 夏合宿の報告・企画フィードバック
夏合宿の報告・企画フィードバック
1) 概要報告
9 月 13 日（土）〜14 日（日）＠埼玉県秩父

で夏合宿を行いました。

1 日目...生協と院生ミーティングに関する勉強会、生協企画を考える GW
2 日目...９月定例ミーティング（SB、秋交流、前半の活動振り返り etc）、秩父観光
2) 企画フィードバック
夏合宿 1 日目の GW で立案した企画に関して、生協側の意見もふまえフィードバックを
行った。
・ 院生向けアルバイト紹介...東京事業連合から「アルバイト（学研）紹介」のみ。一
部大学から移管されて Web 登録および紹介（窓口のみ）をしている。⇒まずは
Withnavi（大学生協キャリア・就活応援サイト）のメルマガ登録をおすすめします。
・ 健康的な食生活...講演会+小鉢無料券実施⇒第二事業部次長と相談中。以前行ってい
た東京事業連合「食堂まつり」内での実施等を検討中。
・ 魅力的な食堂（弁当）メニュー...駅弁にはならないかもしれないが、期間限定の「ち
ょいリッチ」なら可能かも。⇒第一事業部食品商品化部に相談してみます。
・ 朝食の提供に関する企画...現状 300~350 円のものが多く、それ以下は期間限定ある

いは補助無しでは困難かも。また営業時間も問題点となる。⇒多くの学生の希望な
ので、もう少し検討してみます。
・ 院生のオススメ書籍コーナー...本のレビューあるいは処分は可能、その場合大学ご
とにおこなってもらうのがベスト。買い取りに関しては免許が無いため不可能。⇒
第一事業部に相談中。まずはモデルケースとして早稲田でできないか検討してみま
す。
・ 生協主催の院生交流会...職員の負担が大きく、生協主催でやる意義がみえにくい。
⇒院生ミーティングのセクションで実現していく。

2. 院生 StyleB
tyleBook について
1) 院生 StyleBook 概要報告
・ コンセプト...院生生活への不安を払拭し、充実した日々を過ごしてもらう！
・ 対象...院生および大学院進学を考えている学部生（2014 年度同様）
2) 各ページ紹介
各ページに関してレイアウト等含め概要を紹介した。
P1：表紙
P2-3：目次・代表あいさつ
P4-5：院生大調査（アンケート調査から）
P6-7：院生の一日（4 人分）
P8-9：院生のお悩み（6 つのお悩みに対して各３人ほどが回答）
P10-22：セキララ告白（友達編＆恋愛編）
P12-13：院生の机大公開（カラー4 人分）
P14-15：就活体験談（文理ふくめ 4 人分）
P16-17：進学体験談（インターン 4 人分、公務員＆ドクター2 人分）
P18-19：院ミとは
P20：院生あるある
P21：大学生協とは
P22：大学生協保険サービスから
P23：インカレコープ案内・編集後記
P24：裏表紙（浅草めぐり）
3) アンケート項目・あるある話・フッター企画の募集
グループになっておのおの話し合い。この意見を踏まえて編集委員で選定します。
4) スケジュール

執筆者原稿完成

~11/9
~11/16

アンケート集計

~11/28

編集者原稿チェック＆仮冊子完成（※代表挨拶は除く）

11/29

仮冊子チェック（11 月定例ミーティング）

~12/3

代表挨拶完成

~12/8

修正、入原

⇒年内完成
5) 執筆者募集

3. 秋の院生交流
の院生交流会について
交流会について
1) 開催の狙い...参加者同士の交流・リフレッシュ
2) 概要
11 月 9 日（日）＠横浜
3) タイムライン
9:20

受付開始

＠JR 根岸線関内駅南口→横浜公園

10:05

開会式

10:15

中華街近辺散策

13:00

山下公園集合・写真撮影

13:30

午後散策

17:30

閉会式

18:30

懇親会

＠日本丸メモリアルパーク

4) 横浜コース紹介
・

みなとみらいエリア...横浜 3 塔（キング・クイーン・ジャック）
、赤レンガ倉庫、
ワールドポーターズ（ケーキの UFO キャッチャー）
、貴社道、ランドマークタワ
ー&コスモワールド⇒商業施設も多いし横浜感が多く、かつ時間に余裕をもってま
われる。

・

山手エリア...港の見える丘公園、大佛次郎記念館、人形の家、山手西洋館、外交官
の家⇒洋風で非日常感を味わえるのが利点

5) スタッフ紹介
6) 申し込み案内
申し込み締切：10 月 31 日（金）
※現在のところ 70%以上の申し込み！希望者はお早めに！

4. 全国院生セミナー
1) 目的
・ 生協の理念や仕組みを理解
・ 院生の生活実態や悩みを共有
・ 院生活動の計画を立案
・ 他大学の仲間との交流
2) 概要報告
10 月 4 日（土）〜5 日（日）＠多摩
3) 活動内容
企画１：生協について勉強会をおこなった。
企画２：実態を把握し、そのニーズから理想の院生生活をイメージ。
企画３：院生にむけた実際の活動についてポスターセッションをした。
企画４：上記の活動をふまえ、自大学での活動計画をたてた。
4) 総括
来年全国院政委員も募集します。ぜひ！
参加者の意見：色々な活動が聞けてよかった。
来年度はぜひ M１にも参加してほしい。

5. 広報について
頻繁には会えないメンバー同士の絆を深めるため、院生ミーティングアイテムを作ることを
提案。院ミアイテムに関してグループで話し合った。
◎ 1班
定例で使い易い物と、雑に使われないもの
定例で持って帰れるようなクリアファイルとか、クリーナーとか
◎ ２班
２０００円くらいまでであれば買う。首から書けるフォルダーとかもって、誰かが分か
るもの５００円くらいまで。
タオル、ハンカチとか、日常的に使える物であれば１０００円くらいまで
◎ 3班
他の半と違うところは、T シャツとかだと抵抗が出てしまう。
→バーカーとかでワンポイントの物なら良い。
利点としては、セクションとかで参加するときに気軽に着ていける。２００００円くら
いまでであれば

ボールペン、バッジ、クリアファイルなど
◎ ４班
実用性のある物がよい。ボールペン、マグカップなどなら使う
手帳とかメモ帳とか、ペンケースとか、USB メモリとかであれば高いけど買う。
実用性の無い物であっても。バッチとか。
値段は、実用性の無い物だと５００円くらいまで。
◎ ５班
なるべく安いもので野郎という意見。ファイル、USB メモリなど
バッチ、ステッカー、何にでも使える。研究生活でよく使う物とすれば、はし、スプー
ンなど。
研究室で使う観葉植物の鉢に院ミの名前を刻む。それに加えてガムなど
予算はだいたい１０００円くらいがよい

6. セクション報告
セクション報告
1) 自然セクション
9 月 20 日（土）

＠高尾山

2) Let’s go! 社会科見学
9 月 21 日（日）

＠海上自衛隊横須賀基地

3) 美術セクション
9 月 27 日（土）

＠英語カフェ

4) ビブリオバトル
9 月 28 日（日）

＠カフェ

5) スポーツセクション
10 月 11 日（土）

＠スポッチャ

6) 美術セクション ＆ Let’s go! 社会科見学セクション
10 月 18 日（土）

＠木材・合板博物館

7. 来年度の運営について
1) 来年度の役割紹介
・ 代表＆副代表...全体統括、定例 mtg・合宿運営、各種交流会の管理 etc
・ セクション管理者...セクションの承認、管理
・ 会計担当...定例ミーティングの懇親会・各交流会の会計監査
・ 広報局長...広報活動統括、ポスター作成、SNS の管理 etc

・ web・HP 担当...HP の更新、議事録の HPup
・ ブログ・tiwitter...各種更新、記事管理
・ 機関誌...機関誌（院生ミーティングの活動紹介紙）の作成
・ 全国院生委員.....会議運営出席（2~3 ヶ月に 1 回）
、全国院生セミナー運営
・ 東京ブロック委員会.....生協会議に出席（2~3 ヶ月に 1 回）
・ 共済推進委員会
※網掛けのものに関しては来月の定例ミーティングで決定。それ以外は 12 月に決定。
2) 代表・副代表について
代表 1 名、副代表 1 名募集する。
＜選挙日程＞
10/25~11/9

立候補募集

11/10~11/21

選挙運動（IMnews にて表明文）

11/22~11/28

事前投票（メールにて）

11/29

代表・副代表選挙＆決定（11 月定例ミーティング）

＜被選挙権＞
M1 で、以下のいずれかに該当する者は、被選挙権を得られるものとする。
・5 月〜10 月定例ミーティング・夏合宿のなかで、3 回以上出席
・2014 年度夏の交流会で中心スタッフを担当し、定例ミーティングに２回以上出席
・2014 年度秋の交流会で中心スタッフを担当し、定例ミーティングに２回以上出席
・院生 StyleBook2015 の中心スタッフを担当し、定例ミーティングに２回以上出席
※立候補制です。やる気のある方はぜひ立候補して下さい！
＜選挙権＞
院ミメンバーで、以下のいずれかに該当する者は、選挙権を得られるものとする。
・5 月〜10 月定例ミーティング・夏合宿のなかで、２回以上出席
・2014 年度春の交流会で中心スタッフ・当日 GL を担当
・2014 年度夏の交流会で中心スタッフ・サポートスタッフ・当日 GL を担当
・2014 年度秋の交流会で中心スタッフ・サポートスタッフ・当日 GL を担当
・院生 StyleBook2015 の中心スタッフを担当し、定例ミーティングに２回以上出席
※自身が該当者かどうか知りたい方は、お問い合わせ下さい。
＜事前投票＞
詳細は別途 IMnews で連絡します。

8. 今後の予定
1) 11 月定例ミーティング
11 月 29 日（土）15:00~18:00 @杉並会館

（予定）

2) 院生ミーティング大同窓会
11 月 29 日（土）11 月定例ミーティング後 ＠新宿
3) 大学生協の学生総合共済から「たすけあい川柳」募集
10 月 1 日〜11 月 30 日（応募は web から）
4) シンポジウム「いまなぜ『戦後世界史と日本史』なのか」
11 月 8 日（土）13:30~17:30 ＠早稲田大学早稲田キャンパス 16 号館 106 教室
5) 特別企画展示「戦没学生の遺稿にみる『特攻』」
10 月 20 日〜12 月 10 日 ＠わだつみのこえ記念館

