文責：三村正樹

2017 年 5 月定例ミーティング議事録
【開催概要】
日時：2017 年 5 月 20 日(土) 15:30-17:30
場所：大学生協東京インターカレッジコープ
【参加者】(5 月 19 日現在)
M2 ：三村正樹・松本智大・森田浩太郎（東京工業大）・河村研・齋藤悠太郎（早稲田
大）・中川優子・中村ひかる（東京藝術大）・泉澤拓弥（東京理科大）・山川亜貴（多摩
美大）計 9 名
M1：齋藤航・王艶君・出井大晃・佐久間渉・小松崎涼一朗・堀口博・門脇拓也（東京大）
阪上裕康・王雨・段意朦（一橋大学）張一欣・大江恭平・王文超（早稲田大）・齋藤賢
斗・齋藤健太郎・山田達大（東京工業大）・川井彩耶・高岡幸恵・張輝（お茶の水女子
大）・吉永亮佑・池田侑矢・青栁貴士（電気通信大）・清水遼（慶應大）・大倉駿也（東
京医科歯科大） 計 24 名
D1：金子智喜(東京大)計 1 名
生協職員：金田さん
総計：35 名
【内容】
1. 自己紹介 (15 分)
2.院生ミーティングについて【松本】（15 分）
①院生ミーティングとは
院生ミーティングの活動紹介
院生ミーティングの活動は大きく分けて３つ。
１．イベント
交流会や合宿、セクションなど、院生の生活改善を目的としたイベントを開催。
２．定例ミーティング
・イベントの活動記録を報告し、今後の活動へ活かす。
・次のイベントの告知とイベントスタッフ募集。
・今後の活動のためのグループワーク。
３．生協組織委員会としての仕事
主に M2 が担当し、組織を存続させるための仕事。
・新入生歓迎会の手伝いなど、生協職員さんだけではできないことをサポート。
・生協に関わる会議への出席し、院生の実態を報告。
・院生のニーズや悩みをまとめた情報を生協へ提出。

活動への参加手続きについて
１．メールアドレスをメーリングリストへ登録させていただく。
今後の活動情報は「IMNews」というメーリングリストで情報配信させていただく。
２．活動への参加申請
IMNews または院生ミーティングのホームページに記載のリンクから申請手続。
（交流会のスタッフになると、繋がりが強くなる）
②運営スタッフ紹介

3.活動報告
①春の院生交流会報告(15 分)

4.ニーズ分析(グループワーク)(20 分)
概要
普段の生活で困っていることを共有し、院生ミーティングとしてやりたいことを考える。
手順
1.

グループで普段の生活で困っていることを出し合う（１０分）

2.

各グループで出た困っていることを全体で共有（５分）

3.

院生ミーティングとしてどんなことやりたいか話し合う（１０分）

4.

各グループで出たやりたいことを全体で共有（５分）

院生ミーティングのセクションとして？
大学生協と協力して？

院生の悩みの有無について

ニーズ分析まとめ
普段の生活で困っている事・物足りないこと
・時間がない
・お金がない
・美味しいものをたべたい
・モーニングコールサービス
・留学に対するサポート不足
・他の専門領域の人と関わりが少ない
・食堂が昼混みすぎる
・身体がかたい
・資格の応募をスムーズに、割引してほしい
・食生活
・運動
・お酒が飲みたい
・コミュニティを広げたい
・英語を勉強したい
・PC の保証期間が短い
・生協で新しい本を扱ってほしい
・安くておいしいお店を知りたい
・生協で郵便物受け取りをしてほしい
・研究に関する論文を探すことが難しい
・休日の過ごし方
・PC 環境設定
・いらなくなった本を買い取ってほしい
・院生同士の交流
・生活の改善
・掃除・洗濯
・ダイエット
院生ミーティングとしてどんなことやりたいか
院生ミーティングのセクションとして
・ランニング
・カフェ巡り
・料理教室
・各分野の学生で勉強会
・フィットネス(スポーツセクション)
・英語コミュニケーション、外国人との交流(外国の方に日本を案内)
・美味しいお店を知らせる(メルマガ、Facebook など)
・twitter などで活動紹介
・バイトをみんなでしたい(バイトセクション)
・一人暮らしに関する知識を共有
・各大学の支部を作る
・各大学周辺の美味しいお店をピックアップし、各大学のグルメ冊子を作る
・院ミ内でミニサークルを作る
生協として
・周辺のお店情報の掲示
・野菜を食べたら安くなるようなサービス
・専門書の学内リサイクル
・分野を問わず一緒に作業、勉強できる場所の提供(自習スペースみたいなところ)
・土日に生協、食堂をあけてもらう

・各大学の図書館を利用できるシステム(カード)づくり
・郵便物を受け取るシステム
・院生が閲覧できるポータルサイト
5.夏の院生交流会について【山川】（15 分）
①夏の院生交流会とは
②スタッフ募集

概要
夏の交流会から M1 が中心となって運営してもらう。
交流会スタッフの仕事内容を M1 に説明し、夏交流会のスタッフを募集する。
役職
役職

人数

仕事内容

代表

1

全体管理（進捗状況、会議室予約、サポート）

副代表

1

全体管理（進捗状況、会議室予約、サポート）

企画班

3 以上

企画案を出し合い、下見を重ね、内容を固める。

広報班

3 以上

ポスター、サイト作成。班分け。

運営班

3 以上

本番に必要なものを用意。集合場所の許可とり。懇親会予約。

タイムスケジュール（２ヶ月）目安
1. 第１回会議（役職、目的、場所の決定 など）(6/24, 6/25, 7/1, 7/2 どれか)
2. 企画班会議（もしくは企画班下見）(7/8 までに)
3. 下見(7/15 or 7/16)
4. ポスター作成、サイト、登録フォーム完成(7/22)
5. 定例ミーティングで報告(7/23)
6. 下見(7/30)
7. 少し余裕がある
8. 最後の下見(8/12)
9. 募集締め切り(8/13)
10. 懇親会場所確定(8/14)
11. 資料印刷(8/18)
12. 本番(8/20)
スタッフ参加方法
・M2 幹部職の誰かと LINE ID を交換する
・tinsei_mtg@t-insei.jp に問い合わせる
今後
1. LINE グループを作成
2. 第１回会議の日程調整
募集締め切り
6 月 18 日（日）23:59

6. お知らせ・今後の予定
①食セクション【齋藤】日時：6 月 11 日(土) 17:00～ 場所：都立潮風公園 予定
②6 月定例ミーティング 日時：6 月 17 日(土)
・夏交流会の進捗報告
・夏合宿の紹介

場所：未定
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