９月定例ミーティング（夏合宿）議事録
2018.09.15
文責：山田
場所：小松屋 八の坊
時間：13：15～16：15
参加：【M2】18人【M1】15人
【内容】
● 自己紹介、アイスブレイク、前期の振り返り、後期の予定確認、生協関連
田)
● スタイルブック関連 (担当：井上、河野、向井)

(担当：山

● 自己紹介
1人30秒、学年・名前・平成最後の夏の思い出
● アイスブレイク
名前で文章を作ろう！
・班員の名前を用いて1番文字数の多い文章を作った班の勝ち
・制限時間7分
●

前期の振り返り
➢ 年度スケジュール確認
2018年1月から夏合宿までに行った活動を振り返った。
➢ 春交流企画
春交流会の良かった点・改善点を振り返ることで、来年度に向けてのアドバイスを行っ
た。
➢ 夏交流企画
M1（近藤知季）に夏交流会の報告を行ってもらった。また、夏交流会に参加したM2に感
想や改善点を発言してもらった。GLマニュアルの重要性、スタッフ間の情報共有
などを今後しっかりとやっていってもらいたい。
● 後期の振り返り
今年の12月までの予定を確認し、ハロウィン企画の募集やバドミントン企画などの担当者
を決めた。また、冬の交流会のスタッフの募集、来年度の代表選挙の宣伝を行った。
さらに就活セクションの必要性やどういうことをして欲しいかの意見を聞いた。
● 定例ミーティングについて
夏合宿までに行った定例ミーティングについて振り返り、今後何をしていったらよいか話
し合った。何かしらのお題に対しての議論やセクションの企画等意見が出た。
● 就活セクションについて
就活セクションのニーズは高い。グループディスカッションや面接の練習等をしてほしそう
だった。
● 生協関連
・目的
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・院生の生協利用についての実態を知る
・院生が生協をどのように使っているか
・生協に対してどのような要望を持っているか
・対象
・購買部について
・書籍部について
・食堂について
・サービス部門（資格取得, 教習所斡旋, 海外旅行, 国内旅行等）
・その他生協全般について（店舗以外）
・入学時における対応：生協加入の案内, アパート紹介など
・出してほしい意見
・私は生協をこんな風に利用している
・具体的な利用実態
・もうちょっとここを改善して、こんな商品を扱ってなどの要望
・理由とともに具体的に

◆ 東京工業大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
エナジードリンクを買う
食べ物を買っている
昼食購入
ご飯の購入
よく利用
飲食物の購入
研究室に来たらグミと飲み物を毎回買っている
弁当、軽食の購入
飲み物の購入
お菓子の購入
お昼ご飯、おやつ
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
要望：エナジードリンクをもっと安く。理由：購入頻度が多く、６年間の総使用額もシャ
レにならない。大量購入でもっと安くできないのかな…需要は一番あるし…
昼を過ぎるとほとんど食べ物がなくなるので、昼以降にももっと食べ物を置いて欲しい
おにぎりの種類を増やして欲しい
100円のパンを増やしてほしい
お弁当が売り切れることがあるのでもう少し多ければと思う
レジが少ない 通路が狭い
全部恣意的な意見です。 東工大のおにぎりの味のレパートリーが少なく、かつ偏りすぎて
いる。梅干し味とか、真っ当な味が少ないので、もう少しレパートリーを増やして良い
と思う。（東大の方は幾分かマシだが） 弁当に関しても、レパートリーを増やしてみて
も良いかもしれない。特に油淋鶏とかヒレカツ弁当とか、肉食系に偏りが見られるの
で、野菜が入っている弁当をふやしてみては？（野菜ジュースも結構売れている？と思
うので）
もっとサイコロ企画などをやって欲しい
デザートの種類を増やしてほしい
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弁当が高いです
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
教科書の購入
教科書や勉強のための本を買う
利用しない
漫画の購入
特に利用なし
あまり利用していない
教科書や新車の購入
購入したことがない
利用したことなし
使ったことないです
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
要望：面白い本・漫画を増やしてほしい。 理由：教科書, 就活関連, 資格関連が多すぎて見
る気にもなれない。
本屋で欲しい本を見つけた時、生協で売っているなら生協の方が安いので生協で買いたい
と思う時がある。そのため、どういう本が売っているのかをネットで探せるようにして
欲しい
特になし
電子書籍派
大半の物はあると思うが気にしてないとほとんど入らなくて終わるからジャンプとかみん
な買いそうなのはレジの近くとかでもいいかも
東大の書籍部に関しては充実しきっていて、現時点では全く不満はない。 東工大に関して
気掛かりなのは、ただでさえスペースが少ないのに、貴重な新書コーナーの大半を自大
学のリベラルアーツ教員が執筆した本で埋め尽くすのは如何なものか。大学側の指示だ
としたら不可抗力だが、全国的にはそこまで名を挙げていない上田氏の書籍を、他の多
様で優れた新書を置くスペースを犠牲にしてまで配置するのは何というか、本屋として
勿体ない。授業で指定されていたとしてもネットで買えばいいだけの話だし、寧ろ授業
で買わされない本を店頭に並べるのが本屋のディスプレイ効果を含めても適切な体裁だ
と思う。（東工大生は本を読まないので、売り上げは落ちるかもしれないが笑）
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
ゼミの前か後に利用。主にカレーと小鉢を食す。
昼食を食べている
昼食
よく利用
特に利用なし
研究室行ったとき時々使う
昼食
昼食，夕食
昼御飯
昼ごはん
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
要望：小鉢の種類を増やしてほしい。理由：野菜摂取のため注文するが、種類が少なく飽
きる。
要望：値段下げるか美味しくして。理由：カレー＋小鉢数種類で500円を超える。カレー
以外のメニューが高すぎて注文できない。
セットメニューがないので、500円で栄養たっぷりでかなりボリュームがあるセットメ
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ニューみたいなのが欲しい！
座席が少ない
席を増やしてほしい
もう少し安く
安くて美味しい食堂を目指して欲しい
まあ値段にしてはいいが、ホットコーナーがワンパターンなので飽きてしまう
学食パスについて、わざわざサービスを作った割にはそこまで魅力やメリットを感じな
い。しかも、周囲でサービスを利用している人を見たことが無い… 規約に書いてあるプ
レミアムポイントとか言うのも不透明で実体がわからないし、現時点では自分の食費と
食生活に対してかなり積極的に気をつかう学生しか利用しないと思う。 実際の利用状況
は把握していないが、目に見えたご利益が無い現状ではサービスに対しては（？）とい
うのが正直なところ。
丼モノや麺類の並ぶ列がわかりにくい．
オムライスがほしい
列すごく並ぶのが困る
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
免許合宿や国内・海外旅行(計２回)で利用したことがある。
大人数での旅行する時に利用
利用しない
防犯登録
ほとんど使ってない
学割乗車券の購入
利用していない
利用なし
使わない

・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
要望：学生限定の激安旅行プランをもっと増やして。理由：すぐに埋まってしまう。値段
が同じならわざわざ生協に行かず、他の旅行会社を利用する。
紙媒体のみで取引を行うので、電子媒体でも契約内容(旅行内容)などを見られるようにし
て欲しい。
利用しない
ネットで予約
今時ネットだから生協でやるメリットがわからないので、提示してくれればいいかも
特になし
特になし
利用なし
使わない
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
アパート紹介を少し使ったかな…
生協に加入する時
生協加入
TOEICなどの申し込み
利用なし
生協加入、保険加入
利用してない
とくになし
研究室を通しての書籍の注文
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利用なし
院ミの勧誘が胡散臭い
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
要望：アパート紹介をもっとしっかり。理由：おすすめ物件が全然良くなかった記憶があ
る。提携先はほっといても大学からの紹介で人が来るので、値段交渉も行わないし、対
応が悪かった。結果紹介先では契約しなかった。
加入会場が分かりにくかったので、絶対に目に触れるようなもっと分かりやすいところで
やって欲しかった。
特になし
ネットで予約
難しい話が多いので、わかりやすくしてほしい。 保険に関しては留学生からもよくわから
ないと相談があるので、選択肢を少なくしてもいいかなと思う
特になし
学生側に対しての要望なのかもしれませんが笑 学生のキャッシュレス決済をもう少し積極
的に促して欲しいです。時代の流れに逆行していつまでも現金を使っている学生が悪
いっちゃ悪いのですが、レジの待ち時間が長すぎてイライラします（生協関連で一番不
満なのはこの点です。） 具体的な提案は難しいですが、キャッシュレス決済してくれた
人だけ福引できるみたいなキャンペーンをやってみたら面白いかもしれないですね。
（福引キャンペーンがある時って異様に生協が混むので、そのノリで、みたいな）
生協が長期休みに入る前日に申請したということはありますが，届いたのが1週間以上か
かったので，発注だけははやくしてほしいと感じた
利用なし
なし

◆ 首都大学東京
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
授業の前後に飲食物を購入する
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
生協の空いている時間が短いので長くして欲しい。10:00-17:00なので、18:00からの授業
の前に食事を買いたくても買えない。
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
全学のキャンパスにしかないので、基本利用していない。本キャンパスでは教科書等の専
門書籍のみを扱っており、教科書販売の時のみ利用する。
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
他の学生から専門書籍を注文する際に、届くのが遅くて困っていると聞いたことがあるの
で、そこが改善点として挙げられるかもしれません。
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
学部時代は昼休みにほぼ毎日利用していた。今は学校に昼間いる時には利用する。
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
11:30-14:00であり空いている時間が短い。希望としては17:00や18:00くらいまで空いてい
てほしい。また、メニューが少なく、毎日食べていると飽きてくる。
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
全学のキャンパスにしかないのであまり利用したことがありません。
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・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
全学のキャンパスにしかないため、他のキャンパスの学生が海外旅行等のことが聞きたい
時にすぐに聞けないこと。
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
あまり覚えていません。
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
入学時に生協モデルのパソコンを購入しようか迷ったことがあるが、スペックや特典など
を含めても高いと感じたため、特典や値段を再検討しても良いと思う。他の学生も同様
のことを言っていた。

◆ 早稲田大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
週に1回くらいお菓子やアイスを買う
製本機、製図用品等、自分じゃ探すのが難しい用品の購入
使わない
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
コンビニよりアイスの種類に偏りがある気がするので、もっと種類が増えたら嬉しい
全体的にもう少し安かったらもっと利用機会は増えると思います
コンビニの方が美味しいし、ポイント貯まる。さっさと撤退してコンビニをいれてほし
い。
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
旅行のガイドブックの購入
TOEIC、就活関係の本の立ち読み、教科書購入
ジャンプの購入
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
以前ほしい国のガイドブックが販売されていなかったので、種類が増えたら嬉しい
るるぶの割引キャンペーンしてほしい。
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
月に数回お昼ご飯を食べに
おかずだけ購入、ご飯は自分で持ってくる
使わない
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
たまに行くと季節限定メニューがあって楽しいので、今後も続けてほしい
学食にしては高い気がします…
ランチプレートみたいなのがいい。
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
海外旅行の予約
自動車免許取得、国内旅行手配、新幹線チケット手配
出張の航空券の購入
・改善点・要望とその理由(サービス部門
・改善点・要望とその理由
サービス部門)
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特になし
安いプランがたくさんあって便利なので、今後も続けてほしい
航空券の検索結果が、普通に調べるのと違う。。。
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
生協加入
入会手続き、学部生から院生にあがる際の会員延長手続き
なし
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
パンフレットがたくさんあって、少し面倒だった
学部生から院生にあがる際の会員延長手続きをネットで行えないものか
なし

◆ 上智大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
なし
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
なし
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
なし
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
なし
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
なし
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
なし
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
友達の生協割引で一緒に大学の卒業旅行に行きました‼
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
海外旅行でしたが、生協のものなので安心感がありました。
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
院ミの活動
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
生協の建物は綺麗で立地が良いと思います！
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◆ 東京外国語大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
飲み物やお菓子類の購入、また文房具等の購入
購入するもの：おにぎり・パン・お菓子など 頻度：週1〜3くらい 利用時間：お昼は混む
ので、できるだけ空きコマの時間に行きます
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
おにぎりや、サンドウィッチの種類は豊富なのですが、お弁当の種類がもう少し増えると
嬉しいです。学部生で学食が非常に混むのでお昼ご飯を買う場所をいつも考えないとい
けないためです。
特になし
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
語学の教科書の購入
購入するもの：教科書・旅行ガイドブックなど 利用時間：お昼は混むので、できるだけ空
きコマの時間に行きます その他：欲しい書籍が店頭にないことが多々あるので、よく取
り寄せのサービスを利用しています
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
様々な言語に関する書籍があり、とても助かるのですが、語学の辞書の種類をより増やし
てもらえると嬉しいです。わざわざ注文して取り寄せる語科がたくさんありますので。
生協だと書籍が安く購入できるが、取り寄せが10日から2週間くらいかかるので時間がか
かりすぎる、在庫がないことも多々あって不便なので、取り寄せ期間を短くして欲し
い。
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
友人との昼食
頻度：週1〜3くらい 利用時間：お昼時、夕方
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
地域のお母さんや子供たちの利用が多く、ママ会などで席を確保しているのを以前見かけ
ましたが、学生の席が足りず困っている人もいたので対応していただけると幸いです。
長期休暇や土日は学部生があまり登校しないからか、完全に閉まっていたり、夕方の時間
が閉まっているのが少し不便です。 学部生で部活がある人は土日でも登校していたりす
るので、人が多いときは学食が開いていると良いなと思います。

・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
利用したことがありませんが、海外旅行はお得なパックが沢山掲示されているので利用し
てみたいと考えております。
利用しない
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
特にありません。
利用しない
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・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
入学時はとても丁寧に対応していただいた記憶があります。
内部進学なので特になし
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
特にありません。
内部進学なので特になし

◆ お茶の水女子大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
コカコーラクリアが売っていた時は毎日買いました。
ほぼ毎日お昼ごはんを買っています。
文房具やお菓子をよく買います。おみやげとして学校のグーズも買います。
お昼ご飯、書籍、文具など日々の学生生活で頻繁に利用しています。
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
カロリーゼロの炭酸飲料が好きなので、安く沢山売っていると嬉しい。
特にありません
特にないです。
お昼のメニューが少ない。 実験しているとお腹が減るので、女子向けのヘルシーでお腹
いっぱいになるようなメニューがほしいです。
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
院生では書籍を使用しないので、利用しない。
15%オフのときに必ず買っています。
就活に関する本を買います。
就活用、試験の本など購入しています。
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
特になし。
15%オフの回数が増えたり、期間が延びたりしたらうれしいです。
特にないです。
生協加入者の割引が活用できるのは、すごくメリットがあるが、店頭で直接見ることがで
きる書籍が少ないので、数を増やしてほしい。
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
利用しない。
空いているときにたまに行きます。
よく昼ごはんを食べます。時には晩ごはんも食堂で食べます。
月に何度か利用する。
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
女子大だからってみんな少食じゃない。コスパが悪い。
いつも混雑しているので、もう少し広いとうれしいです。
食べ物は美味しいですが、やはり種類は多く準備してほしいです。
価格が高め。麺類のほかにメニューのバリエーションを増やしてほしい。
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
国内旅行の利用が一度だけある。
利用したことがありません。ごめんなさい
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利用したことがないので、わかりません。
あまり利用しない。
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
特になし。
特にありません
利用したことがないので、わかりません。
購買に比べ、レジが閉まる時間が早すぎて、当日チケットを購入できないことがあった。
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
特になし。
生協加入のときに担当の方が優しかったです。
利用したことがないので、わかりません。
手続きのため、何度か行った程度。
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
特になし。
特にありません
利用したことがないので、わかりません。
大学が変わってから生協の再加入が必要なことを知らず、再手続きに時間と手間がかかっ
た。

◆ 東京大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
全く利用しない
飲み物や間食、ときどきファイルなどの文房具を購入している
購買部にてドリンクやお菓子を購入します。たまには文房具も買います。
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
100円ローソンの方がほとんどの物が安いから安くしてほしい…。
柏キャンパスの院生は土日の食事をスーパーに頼っているので、土曜の昼だけでも売店の
営業があると助かります。
冷たいドリンクが好きなので、カップ入りのアイスティー等があったら嬉しいです。
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
年に数回、必要になった時に本を買う
資格や就活本の購入
ほぼ利用しません。
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
いまは買いたい本が決まっている人が行く場所になっているが、話題の小説や理学書の
コーナーを作って、宣伝すればより多くの人が立ち寄るのではないでしょうか。
新品より安い中古本を優先的購入するのと、書籍部が自分の研究棟から離れているという
理由で生協の書籍部を利用していません。要望は特にありません。
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
週に1ー2回くらい利用する
柏キャンパスには生協の食堂がないので普段は利用出来ません。
中央食堂も利用していますが、外食のほうが多いです。
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・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
野菜が取れるメニューを充実させてほしい。
Apple PayのSuicaで買うので、財布から生協の証明書を出すのが面倒なのでスマホの写真
でOKにするなどしてほしい。
メニューの丼など、具材がいつも同じなので3種類くらいで日替わりになると飽きずに利
用できると思います。
メニューを更新してほしいです。リニューアル後はポムの樹オムライスやケバブ料理等が
追加されましたが、数回食べるだけで飽きてしまいます。各コーナーのメニューが日替
わりや週替りになると、食堂通いたくなります。
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
利用したことがない
院生になってからは柏キャンパスにサービス部門が無いこともあり、利用したことがな
い。
利用していません。
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
場所が薄暗いイメージがある。
旅行の予約はネットでする人が多くなっているので、生協の強みとして国際学生証の発行
や生協の旅行保険加入などを同時にできるようにして売りにしていくと良いと思う。
日数が選択できる海外旅行プランを提供してほしいです。現時点だと、ほぼすべてのプラ
ンが４日間。日数が選択できると、自分の都合に合わせやすくなります。
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
生協加入済み
入学ガイダンスで配布されたチラシを見て生協に加入した。
利用していません。
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
特にありません
普段、購買を利用しているだけでは生協に加入しているメリットを感じにくいので、組合
員限定の割引が少数でも頻繁に行われると良いと思います。
特になし。
◆ 東京学芸大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
食品の購入
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
本学に関しては、開店時間をもう少し早めてもらいたいです。一時間目が始まる前に開店
して頂けると、急に必要となったものが買えます。
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
教科書の購入、文具の購入
改善点・要望とその理由(書籍部)
とくにありません、満足しています。
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
昼御飯の購入
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
あまり利用しないので不満等はありませんが、強いて言うなら定食のメニューを増やして
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欲しいです。丼ものは沢山ありますが、定食が少ないように感じます。
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
利用したことありません。
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
利用したことがあいません。
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
書類で割引カードについて説明がありました。アパートに関しては、生協入り口に貼り出
されていました。
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
カードに関しては、今のところ効果を見いだせていません。カードを持つことでどのよう
な得点があるのか、実践例を踏まえて知りたいです。本学で書籍購入時にはすでに割引
価格で提示されており、カードを使用したことありません。

◆ 東京農工大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
昼食を安く手軽に済ませたい時、食堂の気分ではない時、小腹が好いた時、食品コーナー
を利用
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
長期休みの期間中、14時に閉店というのは、夕方おやつを買うには不便ですね。生協が利
用できない場合、ローソンか、せいぜいウェルシア、サンドラッグ、セブンイレブンま
でが代替となりえるのですが、便利とは言い辛い距離です。経営状況が影響していると
聞いておりますので営業時間を延ばせと簡単には言えませんが、改善点として思いつく
のはこれくらいです。
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
暇つぶし、冷やかしに眺める
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
店頭のラインナップは個人的に好みで、また会員1割引も魅力的なのですが、私は普段漫
画を中心に電子書籍で買っているので、教科書以外は生協の書籍部ではほとんど購入し
たことがありません。もともと電子書籍は紙媒体より安い場合も多いですが、電子書籍
にも生協割引が適用されるサービスなんてどうでしょうか。
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
昼食の選択肢の中核
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
値段相応、見たままの味と言ってしまえばそうなのですが、もう一つ美味しくなく感じる
のは私のわがままでしょうか。
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
学部生時代に教習所、国内外旅行で利用。院生になってからは利用なし
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
特になし
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・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
内部進学ということもあり特に利用なし
・改善点・要望とその理由(その他
・改善点・要望とその理由
その他)
関わりがないため要望なども特になし

◆ 電気通信大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
お昼ご飯
飲み物、弁当、お菓子、パン、文房具
夕方にたまに利用する
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
研究室から遠い
入学以来、弁当の種類に代わり映えがない
大学に夜遅くまでいる時に利用したいため、もう少し営業時間を長くしてほしい
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
使ったことない
研究に必要な物品の購入
夕方にたまに利用する
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
検索をやりやすくしてほしい
研究のため、書籍特に専門書の種類を増やしてほしい
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
稀に夜ご飯
過去2回夕食に利用
最近はほとんど利用しない
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
研究室から遠い，何があるのかわかりにくい？
昼食時の混雑の解消、メニューが分かりにくい
学食なので、値段をもう少し安くしてほしい
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
使ったことない
現在までに利用していないがこれから利用していきたい
ほとんど利用したことがない
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
なし
何ができるか知らないのでその広報をしてほしい
特になし
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
なし
なし
入学時における対応
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・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
なし
なし
特になし

◆ 埼玉大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
お昼ご飯を買う、飲み物・お菓子を買う
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
サラダの商品量を多くしてほしい。
少し遅くに買いに行くともう売り切れていてないことが多い
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
本の注文、購入と美術展のチケット購入
・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
美術展のチケットを多くしてほしい。ピクチャー付のチケットを販売してくれるところが
少ないから
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
お昼を食べる
・改善点・要望とその理由(食堂
・改善点・要望とその理由
食堂)
ビュッフェ形式の営業時間延長。
11:50〜13:00までだと、食堂が一番混んでいて座って食べられない。その時間をずらすと
ビュッフェも食べられない。自然と利用が減る…
・利用の仕方 サービス部門)
・利用の仕方(サービス部門
旅行の申し込み
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
とくにない
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
とくにない
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
とくにない

◆ 横浜国立大学
・利用の仕方(購買部
・利用の仕方
購買部)
する
・改善点・要望とその理由 購買部)
・改善点・要望とその理由(購買部
なし
・利用の仕方 書籍部)
・利用の仕方(書籍部
する
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・改善点・要望とその理由 書籍部)
・改善点・要望とその理由(書籍部
なし
・利用の仕方 食堂)
・利用の仕方(食堂
する
・改善点・要望とその理由 食堂)
・改善点・要望とその理由(食堂
なし
・利用の仕方(サービス部門
・利用の仕方
サービス部門)
する
・改善点・要望とその理由 サービス部門)
・改善点・要望とその理由(サービス部門
なし
・利用の仕方 その他)
・利用の仕方(その他
なし
・改善点・要望とその理由 その他)
・改善点・要望とその理由(その他
なし

●

スタイルブック関連
➢ 院生Style Bookの説明 アナウンス
➢ 紙媒体でのアンケート記入
➢ グループ話し合い
事前のグーグルフォームのアンケート結果の回答共有および回答内容のカテゴリー分け
➢ 休憩
➢ グループ話し合い
アンケート結果から院生スタイルブックに記載したい回答をピックアップ。コンテンツの
分量決め
✓ ゴール：記事にしたい内容の取捨選択と配分決め
・紙媒体のアンケートはM1,2共通で院生の1日の24時間、M2のみ就活の一年間を質問
・トピックの各々の話し合い内容のトピック
①院生の生活/1日
担当:向井万里香
橘内瞬輝
江口美優
稲井由美
・学部生と院生での違いを教えて下さい。
・院生の1日を24時間スケジュールにして下さい。
②余暇の過ごし方 (例:趣味、ボランティア、バイト…)
担当:河野晃広
近藤知季
徳田明日香
近藤俊
・趣味はなんですか？
・どれくらいの時間、ペースでそれに時間を充てていますか？
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・いつからその趣味にハマっていますか？どれくらいハマっていますか？
・アルバイトは何をしていますか？
・どれくらいの時間、ペースでそのアルバイトをしていますか？
・アルバイトで稼いだお金は何に使っていますか？
・休みの日は普段、何をして過ごしていますか？
③悩み相談 (例:友情、恋愛、将来…)
担当:向井万里香
湯川拓弥
坂本絋一
馮 馨慧
・最近のお悩みを教えて下さい。
・大学院生になって苦労した経験を教えて下さい。
④研究
担当:河野晃広
叶谷祐介
山本剛志
中野佑菜
宮地哲朗
・研究分野、題目、キーワード
・研究内容
・なぜその研究に携わろうと思ったのですか？
・その研究ならではの職業病、あるある
・研究室自慢
⑤就活関連
担当：M2
・就活で役立ちそうなこと
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