文責：三村 正樹

2017 年 7 月定例ミーティング 議事録
【開催概要】
日時：2017 年 7 月 16 日(日) 15:00-17:00
場所：大学生協杉並会館 B102・B103
【参加者】
M2 ：山川 亜貴 （多摩美術大学）、三村 正樹・松本 智大・森田 浩太郎（東京工業大学）、
齊藤 悠太郎（早稲田）、 中川 優子（東京藝大）、松本 侑己・平野 智也（東京大学）
淺野 泰史（慶應義塾大学）計 9 名
M1：川井 彩耶・高岡 幸恵（お茶の水女子大学）、 齋藤 賢斗・山田 達大・小林 隼也（東京工業大
学）、大江恭平・松本 凌弥（早稲田大学）、出井 大晃・永野 雄大・佐伯 佳幸・王 艶君・櫻井友理
希（東京大学）計 11 名
生協職員：金田さん
総計：21 名

＜本ミーティングのスケジュール＞
1. 自己紹介（10 分） 智大
2. アイスブレイク（15 分） 智大
3. 高尾山（食・運動セクション）の反省 （智大）
4. 夏交流会の進捗報告（15 分） M1 の誰か
5. 夏合宿の内容（仮）報告（遊び、真面目、観光）（20 分） 亜貴
6. 休憩（15 分）
7. STYLEBOOK に掲載したい記事について（25 分） 智大
8. 院生 STYLEBOOK のスタッフ募集（10 分） 亜貴
9. 全国院生委員会 募集（10 分）智大
全体で２時間くらい

アイスブレイク（15 分） 智大
イラスト伝言ゲーム
＜ルール＞
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 人１組になる。
１列に並び、座る。
それぞれに記入用の紙が配られる。
最初の人がお題をもらう。
10 秒後に次の人に、描いたイラストを見せる。
見た人は、イラストが何なのか察して、自分のイラストを描く。
さらに 10 秒後に次の人へイラストを見せる。
これを繰り返し、50 秒後に終了。
最後の人は自分のイラストの下に答えを記入する。

高尾山（食・運動セクション）の反省 （松本）
「セクションでよかった。」「改善すべきことなど。」の意見収集。
ブログ用記事のお願い。
良かった点
・ビアガーデンが楽しそうだった
・帰りの温泉が良かった
・山の高さがちょうどよかった
改善すべき点
・休憩あったけど、座るところ(ベンチ)がなかった
・登ってるときにお酒が飲めなかった
・温泉出た後、お酒飲みたかった

夏交流会の進捗報告（15 分） M1 の誰か
今、動いてもらっている M1 スタッフの一人に夏交流会の進捗報告をしてもらい、
困っていること、気になっていることについて M１と M２で情報を共有する。
・準備物
・集金
交流会概要
日程:8/20(日)
テーマ:「ミッション院ポッシブル～大学院生よ！葛西臨海公園で限界に挑め!～」
ピクニック、水族館、クイズ＆ミッションの三本立て！
時間: 10:20(受付開始 10:00)
場所: 葛西臨海公園駅出てすぐの噴水広場あたり
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費用: 2000 円(水族館・ランチ代込み) + 3000 円 (懇親会参加者)
今後考えるべきこと
・他イベントと重なるのでは？？
→ 要確認
・費用はいつ集めるのか？？
→ 集合場所で広報が集める
・twitter、インスタグラム、Facebook でアカウント作ってるので、フォローよろしく
・SNS などに写真をあげられたくない人への対策は？？
→ あげられたくない人のためのフォーム作成中

夏合宿の内容（仮）報告（遊び、真面目、観光）（20 分） 亜貴
９月２日、３日の夏合宿の開催場所、内容等を
報告する。
概要
場所:那須オオシマフォーラム
集合場所:那須塩原駅
観光スポット:那須どうぶつ王国、那須ハイランドパーク、りんどう湖ファミリーパーク
体験活動の候補
夜の森体験、飯盒炊飯、流しそうめん、陶器づくり

合宿の予定
1 日目
11:30 集合
12:30 飯盒炊飯
～18 時まで オムニバス、卓球、ボードゲームなど
18 時～ 夕食
19:30 夜の森体験
21:00 花火、懇親会
2 日目
就活セクションなど、午後は観光、動物園
話し合ったこと
・タイムスケジュール
→ 2 日目に飯盒炊飯になるかも
・費用
→ 宿泊費、食費はブロック負担(交通費は自己負担)
予算の関係で一部変更の可能性あり
休憩（15 分）
STYLEBOOK に掲載したい記事について（25 分） 智大
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６月の定例で意見収集した「院生 STYLE BOOK」に掲載したい記事について、どのよう
に作って行くのか、スタッフ人数、スケジュールなど、具体的に話し合う。
６月定例の「院生 STYLE BOOK」の掲載記事の意見収集結果の確認。
追加したい記事
食
・学食の写真、値段の紹介
・安くておいしい店の紹介
・グルメマップ
勉学
・研究室の机の写真とか
・取ると良い資格
・留学について
・英語勉強について
生協
・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
暮らし
・一人暮らしに役立つ情報
・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？
・一人暮らしと実家暮らしのそれぞれの悩みと解決法
その他
・プレゼント企画
・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
・運動施設情報

1. 取捨選択
院生ミーティングで「やるべきか？」「できるか？」「やりたいか？」を基準に選択す
る。
注意：「院生 STYLE BOOK」は院生の生活の実態を載せ、参考にしてもらうことを目的
としています。
2. 検討
班ごとにテーマを選び、どのように作って行くのか、スタッフ人数、スケジュールなど、
具体的に話し合う。
3．今後の活動
スタッフを決め（メール募集）、どんな記事を作成するのか決めます。
話し合った結果
①
項目 : 食
期間 :
スタッフ人数 : 4 人
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備考欄(収集するデータ・記事の意図など) :
夕食をどこでまかなうか、平均の夕食費を調査する
アンケートフォームを作成し、IM-news で流す
1 つめの設問
実家、一人暮らし、その他
2 つめの設問
よく利用する場所(学食、スーパー、コンビニ、飲食店、その他)を順位付け
3 つめの設問
選んだ理由
まとめた結果を掲載
学食を選んだ人が多かったら
→ 学食の取り組みを紹介
スーパーが多かったら
→ スーパーの紹介
飲食店が多かったら
→ 学校近辺の飲食店の紹介

②
項目 : 暮らし
期間 :
スタッフ人数 : 3 人
備考欄(収集するデータ・記事の意図など) :
お金
・一人暮らしの使い道
・バイト代の使い道
・食への使い道
内訳などをまとめて掲載

③
項目 : 暮らし
期間 : 1 か月
スタッフ人数 : 2-3 人
備考欄(収集するデータ・記事の意図など) :
空き時間の過ごし方(面白い趣味の紹介、気軽にできる事)
※ 就活の面接でネタになるもの(各業界ごと)
写真と一言二言、カラーページを増やす
Web でフォーマット作成
連絡先収集

④
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項目 : 暮らし
期間 :
スタッフ人数 : 11 人（各月一人くらいの担当）
備考欄(収集するデータ・記事の意図など) :
一年間のイベント情報カレンダーの作成
おすすめのポイント、アクティビティー、予算、注意事項など
＜内容＞
４月 花見（新宿御苑、目黒川、六義園、上野動物園）
５月 潮干狩り
６月 BBQ
７月 花火大会、納涼船、ビアガーデン
８月 ボルダリング、水族館
９月 奥多摩サイクリング、富士急、ラフティング
１０月 紅葉（庭園）、ハロウィン（仮装）、川越まつり、土浦
１１月 文化祭 ディズニー
１２月 クリスマス（イルミ、アイススケート）
１月
スキー、スノボー
２月 いちご狩り、バレンタイン、スキー、恵方巻
３月 引っ越し
番外編
リアル脱出ゲーム
すでに情報を持っているアクティビティーに関してはすでに書き始めることができる。
会議などで新しく出たアイデアは時間が許す限り試しにやってみる。
院生 STYLEBOOK のスタッフ募集（10 分） 亜貴
実際に記事を編集するスタッフを募集する。
※ STYLEBOOK は 11 月末に完成させたい

全国院生セミナーの参加者募集
開催意図：各生協委員会が互いの活動を報告しあい、情報を共有する。そして、今後の生
協活動の目標を決める。
開催日時：10 月 14 日（土）、10 月 15 日（日）
会場：多摩永山情報教育センター
夕食と宿、交通費は各大学の生協負担です。
※ 申し込み〆切 9/7(木)
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今後の予定
夏交流会 8 月 20 日
夏合宿 9 月 2 日、3 日
全国院生セミナー 10 月 14 日、15 日
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