＊1 月定例 MTG 議事録＊
開催概要
日時：1 月 20 日(日)

14：20～17：35

場所：大学生協杉並会館 会議室 204、205
参加人数
M2：5 名、M1：12 名、科目等履修生：1 名、OB：1 名、事務局：1 名
計：20 名
内容
1.

参加者自己紹介


2.

参加者が自己紹介を行い、2013 年の抱負を発表した。

活動報告


2013 年度の役割紹介


12 月の定例でまだ決まっていなかった役割(web、運営委員会の北甲信越エリ
ア、新生協設立推進委員)が決まったので、最終決定の報告を行った。



セクション活動報告


英語セクション
12 月 24 日(月) 「イルミネーションを見に行こう！」



即興術セクション
12 月 16 日(日) 「第 7 回 楽しく就活をしよう！」



埼玉大クリスマスパーティー


開催概要
日時：12 月 20 日(木)

18:30~20:30

場所：埼玉大学





B4 が 2 名、M1 が 8 名の参加となった。



来年以降も継続して行いたい。

全国大学生協連第 56 回通常総会


開催概要

日時：12 月 15 日(土)、16 日(日)
場所：名古屋国際会議場


全国での活動を持ち寄ってフリーセッションを行った。



ポスターセッションにて、院生ミーティング夏合宿で行ったビジネスコンテ
ストのポスターを紹介した。



興味を持ってくれる人、活動に携わってみたいという人が多数いらっしゃっ
た。



2013 年度第一回東京ブロック運営委員会


開催概要
日時：1 月 12 日(土)

13:00~16:30

場所：大学生協杉並会館 B102、B103、B105、B106


院生ミーティングでは今年度の浅草めぐりの実施報告を行った。



生協としての院生ミーティングの位置づけや東京ブロックについてかなり勉
強になった。

3.

2013 年度院生ミーティング内部向け方針について


2013 年度内部向け方針


「院生ミーティングは生協の組織であるという事を“最低限”認識してもら
う。ある程度の人数が定例ミーティングに定着後、より詳しい説明を行う。」



なぜこのような方針になったか？(中心的に話し合ったこと)


定例ミーティングの参加者が少ない。
→今年は一年分のミーティングの予定を予め提示する。(代表副代表で日程は
仮決定済み)



仲良しメンバーが固定されてしまう。
→夏交流のスタッフでメンバーが固定されてしまった。
→今後 M1 全体飲みを行う予定である。



今後の予定


“最低限”をどの程度までかを決定する。



いつ頃より詳しい説明を行うのかを見積もる。



上記 2 項目を 2 月定例 or 冬合宿までに M1 でまとめて発表する。



M2、事務局からの意見


5，6 月の段階では「IM は生協の団体の一部です。
」というくらいは説明して
も大丈夫。



生協色を薄くしすぎても組織としてはどうなのか？人は集まるけど・・・。



最終的には興味を持ってくれる人だけ残ってくれればいい。



今の M1 以上に減ってしまうと運営する上でも危ない？



ミーティングの会場が遠いことに関しては、どこかの大学の生協を借りるこ
とは可能である。(例：工学院大学)

4.

院生 StyleBook2013


5.

院生 StyleBook2013 について


無事印刷、発行が完了！



電子版での配布の検討中。タイミングを話し合い中。



編集や執筆内容に関して、ミーティング参加者からフィードバックをもらう。

セクション活動について






今年度のセクションの目的


IM 内部の仲を深める。



新規参加者を獲得する。

セクション担当者について


自身のやりたいようにできるが、院生にふさわしい活動を行う。



危険が伴う企画は行わない。



参加者には強制参加を促すようなことはしない。



参加者のニーズも取り入れたい。

どのようなセクションがあればいいか？セクションに関してこうすればいいので
はないか？(グループワーク)


生協関連があるとおもしろい(例：食堂めぐりセクション)



セクション開催報告は 2，3 週間前にすればいいのでは？



せっかく様々な分野の院生がミーティングに集ったのだから、いろんな分野
を勉強したい。

6.

冬合宿について


開催概要





日時：3 月 2 日(土)、3 日(日)



場所：河口湖周辺

目的


2013 年度の活動方針確認



2013 年度の院生のニーズを把握する(LS 分析)



M1、M2 の最後の共同作業の場として
・M1 は M2 の IM への思い、考えを受け取る
・M2 は M1 へ IM への思い、考えを伝える



内容(1 日目)


ウォーミングアップミーティング
：生協の勉強会、活動方針の確認、渉外広報の位置づけの確認。





LS 分析



懇親会

内容(2 日目)


3 月定例ミーティング
：活動報告、浅草めぐりの話し合い(M2 からのアドバイス)、新歓等の予定の
確認。






山梨観光

お手伝い係紹介


宿、会計：1 名



懇親会：1 名



観光：1 名

M2、事務局からの意見


一般的な LS 分析をしてさらに、大学ごとの LS 分析をしてみるとどうか？
→大学ごとで人数に偏りがあるため、参加者が決定してみないとわからない
か。



班分けで、大学ごとに集まれるところは集まって大学ごとの LS 分析を、集ま
れないところは一般的な LS 分析を行ってはどうか？



去年とほぼ同じ結果になってしまう可能性もある。



大きくみれば、東大、東工大だけでもプラスの結果が出ればいいのではない
か。



駅からの移動手段は？
→駅からはバスで移動。
→この時期の山梨は雪が残っていて、車移動は危険。



日程だけを早く提示して、早いうちから募集をかけて、色々な大学から来られ
るようにした方がいい。

7.

全国院生委員会


8.

全国院生セミナー開催


日時：10 月 5 日(土)、6 日(日)



場所：オリンピックセンター



東京開催なので、積極的に参加しましょう！！

追いコン


開催概要


日時：3 月 17 日(日)



内容：
第Ⅰ部：どこかをめぐろう(ここの案出しは次項参照)
⇒横浜めぐり(中華街、みなとみらいなど)
12 時くらい～17 時くらい
第Ⅱ部：飲み会
新宿にて 18 時～



第Ⅰ部案出し


天気が晴れと雨で内容を変えるのはどうか。



東京フレンドパークをやりたい。



浅草をめぐりたい。



横浜、鎌倉、お台場などめぐる場所も変えよう。



雨は体育館でスポーツ大会がいいか。
→施設の予約があるため、晴れ、雨で分けないほうがいい。




桃鉄やりたい。

文集について


2012 年度 IM メンバーで記念として作成したい。



内容：
「自由投稿コーナー」
、「M2 ランキング」



「自由投稿コーナー」では各自好きな事をアツく語っていただく。

(例：オススメのカフェ、自分の未来予想図、女子力を上げる秘訣)
また、将来の夢も書いていただく。


「M2 ランキング」では配布したランキング表に M2 の名前と投票した理由も
書いていただく。
投票期限は 2 月末までに八ツ井まで。

9.

2013 年度浅草めぐり




開催概要


日時：4 月 28 日(土)、5 月 11 日(日)



集合場所：未定

方針、目的


方針：
「生協色をあまり出さず、浅く広く一般的に広報する」
→定例 MTG への参加人数増加を図るため。



内容


水上バス遊覧
：水上バスのパンフを配る。



昼食
：いきつけのもんじゃ焼きに行こう。



浅草散策
：ミニゲームとして「浅草すごろく」を行う。



懇親会
：場所は未定



GL に関する新提案


1 回目の浅草めぐりに参加してもらった新 M1 の中で、GL 補佐をやってもら
う。
→1 日目のアンケートにやりたい人は記入してもらう。
→企画側として楽しんでもらうことで、IM に取り込む。
→GL 補佐の内容は、主にグループ内の会話を積極的に行ってもらい、場を盛
り上げること。




次回定例までに詳細を決定する。

M2、事務局からの意見



1 日目に参加した M1 がスタッフ感を出して内輪感をだしてしまうと、2 日目
に参加した M1 が疎外感を感じてしまうのでは？



輪ができてしまうと、他の M1 が行きづらくなるのでは？



スタッフみんなが M1 と交流してほしい。



1 グループ 8 人は多いから 7 人にしてはどうか？



OB にお願いするのは本当に最終手段。

10. 今後の予定、お知らせ


2 月定例 MTG
日時：2 月 16 日(土) 時間は未定
場所：大学生協渋谷会館



各大学新歓


東京学芸大
日時：4 月 4 日(木)
場所：第一むさしのホール(食堂)



東工大
日時：3 月 30 日(土)
場所：未定(食堂が有力)



追いコン
日時：3 月 17 日(日)
場所：第Ⅰ部 横浜 12 時くらい～17 時くらい
第Ⅱ部 新宿



18 時～

浅草めぐり
日時：4 月 28 日(日)、5 月 11 日(土)
場所：浅草



各種提出物


セクション応募用紙
〆切：2 月 15 日(金)



卒業文集の M2 ランキング
〆切：2 月末

