文責：三村 正樹

2017 年 6 月定例ミーティング議事録
【開催概要】
日時：2017 年 6 月 17 日(土) 15:00-17:00
場所：大学生協杉並会館 B102・B103
【参加者】(6 月 15 日現在)
M2：三村正樹・松本智大（東京工業大）・齊藤悠太郎（早稲田大）・山川亜貴（多摩美
大）計 4 名
M1：王艶君（東京大）楊玉テイ・桂氷月（早稲田大）・齋藤賢斗（東京工業大）・川井彩
耶・高岡幸恵（お茶の水女子大）・吉永亮佑（電気通信大）・東龍道（東京農工大）
計8名
生協職員：金田さん
総計：13 名
【内容】
1.アイスブレイク(生協店舗に関するグループワーク) 20 分
目的 一人よりみんなで。
概要
1.一人で、生協店舗カップ麺の売り上げランキングを予測する。
2.班ごとに予測する。
3.解答との比較する。
結果
4 班に分かれた。班で話したほうが結果が良くなるはずだったが、そうならない班もあ
った。
2.自然・食セクション(高尾山)の告知 10 分
日時:7 月 1 日(土) 13:30 – 21:00
13:30 京王線高尾山口駅改札口集合 21:00 ごろ同駅解散(予定)
締め切り:6 月 28 日(水) 23:59 まで
費用：4000 円（夕食のビアガーデンと帰りのケーブルカーの料金です。）
持ち物：飲み物、タオルなど
※高尾山とはいえ、「登山」となりますので、以下ホームページを参考に動きやすい服装・
必要なものを各自準備の上で参加してください。
http://www.takaotozan.co.jp/guide/
内容：通常ルートで山頂までのぼって、帰りは途中の標高 500m の展望台にあるビアガーデ
ンで飲み放題・食べ放題のバイキングです！
その後はケーブルカーで下山します。
研究室にこもりがちな院生生活の気分転換に、みんなで軽く山登りして交流しましょう！

3.BBQ 報告 5 分
よかった点
・先輩が用意してくれて助かった。
・参加者と仲良くなれた
・チューハイがあってよかった
・友達が増えた
・多くの人と交流できた
・みんなの笑顔が見れてよかった
・みんなが楽しんでくれてよかった
よくなかった点
・塩コショウがなかった
・集合場所が分かりづらかった
・肉の量が少なかった
・焼きそばがおいしくなかった
・キャベツが多すぎた
・もやしが多かった
欲しいモノ
・焼鳥
・コップに名前を書きたい(誰のコップかわからなくなるため)
4. 全国院生委員会 30 分（生協の仕事）
報告 全国院生委員会 30 分（生協の仕事）
目的 生協組織委員会として、院生の視点から調査結果を分析し、院生実態調査の価値を確
認する。
概要 大学ごとにグループを作り、大学ごとに院生実態調査の結果を分析する。Excel ファ
イルのタブごとにオレンジ色の枠があるので、例を参考に考察する。
全国院生実態調査の考察要望
調査結果のデータを読み取り、院生視点からの考察として、生協に提出
考察
東工大
・生協食堂への評価で、すぐ食べられるという評価がとても高いが、ほかの項目(価格が
安い、 営業時間がマッチしている、好みのメニューがある、栄養バランスを取りやすい、
味が良い)は 評価が二分されている。
・留学生は生協食堂に満足している割合が高い。(73.3％)
・生協が環境に配慮した商品提供をしていることを知らない人は多かった。(62.8％)
農工大
・生活費などお金に関する悩みを抱えている学生が平均より少ない。
・同時に将来の進路に悩みを抱える学生も少ない。
・時間不足、自分の能力に関しての悩みが少ない一方で、研究活動の悩みは少なくな
い。
・相談相手のいる人の割合は全国平均より多い。
・相談相手は「同じ研究室の人」「友人」の割合が多い。

早稲田大
読書について
・漫画は研究室にあるから読む。
・基本的には教科書
・ファッション雑誌とかは読む（週１コンビニで買う、生協にないから）
・推理小説とか
旅行について
・学生用の安いパックしかない。
・旅程が忙しすぎる。
・自分で予約した方が満足で安い。
コアタイムについて
・研究室がない院生もいる（春学期）
→基本的に学部生同様に帰宅。サークルはないが課題が忙しい。図書館は利用しな
い。

悩みについて
・就職の悩み(日本語の練習)
・留学生の場合、春学期は学費、奨学金はまだ申し込めない
アルバイトについて
・経済学の学生はバイトをする時間がある（時間つぶし）。
・理系も実験系でなければバイトは可能

慶応義塾大学
起床就寝、食事について
・ 就寝時刻は 24～27 時が多い。
・起床時刻は 7～9 時が多い。
・朝食 自宅生>自宅外生
夜食 自宅生<自宅外生
メディア・SNS について
・1 日のうち、各メディアに費やす時間は「テレビ」が最も多く、平均時間は 48 分で
あった。
「新聞」（7.8 分）、「ラジオ」（7 分）、「雑誌」は（3 分）は全く触れない人が半
数以上存在する。
・SNS に費やす時間が平均時間は 35 分。
旅行について
・この 1 年間で宿泊を伴う旅行をした人は 88％。課程や専攻にかかわらず８割以上が
旅行している。
・旅行の際に生協を利用したことが「ある」は 31％と、全国平均の 22.0％より高い。
・生協を利用した人のうち「店舗」が 30％を占め、「Web サイト」「電話」は少数。
悩み・ストレスについて
≪修士≫
・研究活動に対して悩みを抱える学生が 54.5％と多い。

・同時に将来の進路に悩みを抱える学生も 34.8％で多い。
・時間不足（30％）、自分の能力に関して悩み（36％）を持っていることも研究活動
の悩みと因果関係があるかもしれない。
≪博士≫
・進路に悩む人が多い。
・結婚・婚期に悩む人が多い。
≪修士・博士共通≫
・研究室内の人間関係に悩んでいる人が 16~19％。
アルバイトについて
・現在アルバイトを「している」は 63.3％で、前回に比べてアルバイトをしている人
が増えた。
・アルバイトをする理由は、「趣味・娯楽費」が最も多く 29.5％で、自宅生は
39.1％、自宅外生 9.2％。次いで「生活費」が％で、自宅生 12％、自宅外生 40％。
卒業後の進路について
・修士課程在籍者のうち博士課程に進学予定は 5.9％。文系 13％、理系 3.5％。
・博士課程に進学する理由としては「研究を続けたい」が 4.6％で最も多い。
・修士課程修了後は就職予定が 90％。文系 76％、理系 94％。
・その理由は「社会に出たい」が 82％「経済的事情」が 25％など。
電気通信大学
サンプル特性について
・前回と比較しても、「専門別」は理系のみであり、変わらなかった。
・前回と比較し、「出身大学」で、同一大学が減った。
・前回と比較し、「住居形態」で自宅が減った。新しい寮ができたことが要因の一つだ
と考えられる。
・課程別では、全国と比べ修士系の構成比が低くなり、博士の割合が高くなった。
・性別では、全国と比べ男女の構成比は変わらなかった。

5.院生 Style Book への意見収集(グループワーク) 30 分
目的
10 月から始まる「院生 Style Book」の作成に必要なもの（載せたい内容）を洗い出し、今
後の活動に活かす。
概要
2017 年度版 StyleBook を見て、良いところ、修繕すべきところ、追加したい記事等の意見
を収集する。
意見まとめ
良いところ
・院生ミーティングの「年間スケジュール」「院生ミーティングってな～に？」の構成が
楽しそうに見えるところ
・読みやすい
・図が多くて読むのが楽しい
・内容がいろいろなことを含めている
・図が多い

・就職について情報がある
・「院生のひみつ道具」の部分
デザインが好き
・裏表紙に院ミの案内
・タイトルが分かりやすいので読みたいところだけ読める
・図や写真が多い
・インタビューが生の声っぽい
・裏表紙に院生交流会のチラシがのっていて目につきやすい
・カラーページがある
・セクションの説明が多いところ
・表紙の絵
・新院生へのメッセージ
・院生の恋愛感を斬る!
・院生ミーティングの紹介
良くはないところ
・研究テーマの紹介で所属が書いてあるといい
・色がちょっとこい
・背景が濃い(文章が見にくい)
・生協についてもっと書けばよいと思う
・パンフレットが大きい。コンパクトにしたほうがいい。
・表紙の図でパンフレットの内容が伝わりづらい。
・留学に関する記載がない
・グラフが白黒なのはわかりづらい。
・背景がくどい
・パンフレットの意図が伝わりづらい。
・「/」(スラッシュ)で区切らないで、箇条書きの方がいいかも
・院生のひみつ道具
追加したい記事
・プレゼント企画
・一人暮らしと実家暮らしのそれぞれの悩みと解決法
・研究室の机の写真とか
・学食の写真、値段の紹介
・取ると良い資格
・グルメマップ
・アルバイト情報(留学生向けも)
・スポーツまとめ
どこでどんなことができるか
・一人暮らしコラム
・空き時間の過ごし方
・暇なときは何をしているか？
・一人暮らしに役立つ情報
・生協にあるグッズなどのすすめ
・生協人気ランキング発表コーナーなど
・留学について
・英語勉強について
・安くておいしい店の紹介
・運動施設情報
6.夏の院生交流会スタッフ募集 10 分

7.お知らせ・今後の予定
7 月 1 日（土） 高尾山
7 月 16 日（日） 定例ミーティング

