2013.02.16 第 2 回院生ミーティング議事録
日時：2013 年 2 月 16 日（土）14：00～18：00
場所：大学生協渋谷会館
参加者：M2：6 名、M1：12 名、B4：1 名、B3：1 名、事務局：1 名
【議事録】
【報告事項】
① 参加者あいさつ
参加者の自己紹介と簡単な近況報告
② 活動報告
1. 新学期活動推進委員会
日時：1 月 23 日（水）
場所：杉並会館
内容：前年度からの引き継ぎ
LS 分析
2. 平和見学会
日時：1 月 26 日（土）
場所：昭和館
3. 生協設立推進委員会
日時：2 月 12 日（火）
場所：大学生協杉並会館 204、205 会議室
内容：昨年度からの引き継ぎ
4. 外部団体との関わりについて
GakuSayNet から広報の協力依頼を受けたが、今回はお断りした
（理由は概要に記載）
③ 渉外・広報の位置づけについて
1. 渉外・広報の位置づけについて発表
渉外の方針：他の生協関連団体との関係性を構築する
広報の方針：院生ミーティングの知名度アップ
→具体的な活動内容は冬合宿で報告
2. 質疑応答
質疑応答の内容は概要に記載

④ 2013 年度（内部向け）方針発表
1. 2013 年度の内部向け方針の発表
目標：定例 MTG への参加者を増やしたい
そのために
①予め定例 MTG の日程を知らせる
②企画側の楽しさを知れる機会を夏・秋交流会以外にも提供する
③夏合宿までは「院ミの自己紹介」
、夏合宿以降はより発展的な内容を説明する
2. 質疑応答
質疑応答の内容は概要に記載
⑤ 冬合宿について
1. 2013 年度冬合宿の詳細説明
日程：2013 年 3 月 2 日（土）、3 日（日）
場所：森の家 久野屋（山梨県）
目的：
①2013 年度の活動全般の確認（方針、渉外・広報の活動内容、開催セクションなど）
②院生の生活を楽しく充実したものとするために 2013 年度の院生のニーズを把握する
③M1 と 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 の思い・考えを伝える
2. 質疑応答
質疑応答の内容は概要に記載
⑥ 浅草めぐりについて
1. 下見報告
日時：2013 年 2 月 11 日（月）
目的：
①昼食会場 OCOMO の視察
②すごろくのマスに使う観光地の確認、ミッションの作成
2. 午後の「すごろく」企画について（案）
・3 ルート設置
①浅草内部コース
②浅草外部コース
③マニアコース（河童橋方面）
・マスにミッションを設ける

・「総合優勝」と「部門別優勝（コース別）
」を設ける
3. GL、GL 補佐について
～GL 補佐とは～
目的：企画側の仕事を見てもらうことで、企画側の楽しみを少しでも感じてもらい、定
例に参加する気持ちを高めてもらう
対象：4 月開催浅草めぐりに参加した新 M1
内容：5 月浅草めぐりで GL と一緒に活動してもらう
内容：GL 及び GL 補佐の必要人数について
4. 昼食会場、懇親会会場について
昼食会場：フラムドール
・120 人収容可能（バイキングなので多少の融通は利く）
・1 時間 1575 円
・アサヒビール本社、金の泡の下
懇親会：和民浅草雷門店（最有力？）
・最大宴会可能人数 120 人
・予算 3000 円
・貸切 100 人～
5. 午前中のフェリーについて
資料を参照してください
6. 今後の予定
7. 質疑応答
質疑応答の内容は概要に記載
⑦ 追いコンについて
1.

追いコン当日についての説明
プログラム
①『横浜めぐり♪』
11：30 元町中華街駅集合
12：00 食べ放題 Lunch＠品珍閣 関帝廟通り店
13：30 自由行動
16：00 赤レンガ倉庫集合 シーバス乗り場集合 記念撮影
16：20 シーバス乗船→横浜駅

16：50 頃

横浜駅（JR 湘南新宿ライン）→新宿駅

②『追い出しの宴』
18：00～＠月のあかり（新宿東口店）
2.

文集についての説明
①「自由投稿コーナー」形式：word A4 1 枚（余白は「やや狭い」）
、スキャンでも OK
②「将来の夢コーナー」形式：50 文字以内でメールか word 添付
期限：3 月 7 日（木）
提出先：担当者

3.

M2 ランキング配布
期限：2 月末日
提出先：担当者

⑧ 東京ブロックにおける院生委員会の位置づけについて
1.

東京ブロックについての説明

2.

東京ブロック運営委員会に参加して感じたこと、わかったことの報告

⑨ セクションについて
1.

セクション担当者募集の案内

2.

セクション希望調査用紙配布

⑩ お知らせ・今後の予定
1.

冬合宿& 3 月定例 MTG

2.

各大学の新歓
A) 東京学芸大
B) 東工大
C) 早稲田大
D) 一橋大
E) 法政大

3.

追いコン

4.

春の新院生交流会～浅草めぐり～

5.

セクション活動
A) 即興術セクション

概要
② 活動報告
1. 新学期活動推進委員会
・自分たちの大学で学生に対して何かしてあげたい人たちの集まりである
・「新学期」という名前だが通年で活動している
ex.生協への加入を勧める、生協の利用促進
・慶応院生 or 院生ミーティングのどちらの立場で参加した方が良いのか迷ったが、院ミ
として参加
・浅草めぐりは新学期活動の一環である
・院ミの特徴は生協の活動とはかなり独立性がある。
→生協の意向や意図をあまり感じずに活動できるのは良いこと。だが、様々な学生が参
加しているので、それらの意見を集約して生協に進言する機会があった方が良いのでは。
・三田キャンパス（3 年生、4 年生、院生が主）では新学期活動はしづらい。
2. 平和見学会
院ミからの参加者：2 名
（他に教職員の方々）
内容：戦時中の生活の様子を展示が展示されていた。
ex.闇市、子育て
防空壕で記念写真を撮影した。
感想：教職員「懐かしい」
M2「楽しかった」
・3 カ月に 1 回のペースで開催されている。次回の開催は東工大の新歓と被るため院ミ
からの参加は難しいのでは？その次の開催は 6 月
3. 生協設立推進委員会
生協設立推進委員会の活動内容は
・生協設立に向けて動き出している学校の支援
→職員が支援する（学生は特に活動はしない）
・「既に生協が設立されている大学の生協をより良くできるには？」を考える
・
「生協がまだ設立されていない学校に対して設立するにはどうしたらよいか？」を考え
る
4. 外部団体との関わりについて
断った理由
理由：・企画の内容がよくわからない
・日程が 3 月 2 日（土）で院ミの冬合宿と同じであるため、院ミ側から参加する
ことができないため

今後の対応：協力自体は問題ないため、今後も申込を受ければ検討する。
但し、院ミが協力する団体として適切か（企画内容は健全か、大学等から
後援を受けているかなど）を個別に判断する
③ 渉外・広報の位置づけについて
1. 渉外・広報の位置づけについて発表
詳細は資料をご覧ください
2. 質疑応答
Q：広報後にどのようなメリットがあるのか？
A：（院生に対して広報後）院ミの企画に参加する可能性があがる（現状は知らないから
参加していない場合がほとんど）
（生協関連組織に広報後）専務等と話が通しやすくなる（＝企画がやりやすくなる）
Q：院ミへの参加者を増やしたいのか？or 生協活動を促進したいのか？
A：院ミの目的を渉外広報の軸に置く（＝生協活動への貢献ではない）
ブレスト～渉外・広報の活動案～
個人レベルで・・・
・生協イベントに参加
→生協の人と仲良くなる（新歓イベントの共同開催 etc）
・専務と知り合いになる
団体レベルで・・・
・Asakusa メ―リスよりも規模が大きいメルマガを作成する
・スポーツ大会に参加して学生委員と交流する
④ 2013 年度（内部向け）方針発表
1. 2013 年度の内部向け方針の発表
詳細は資料を参照してください
2. 質疑応答
Q：年度後半は新 M1 にも企画に取り組みさせるのはどうか？
A：ぜひ企画に取り組んで欲しいが参加を強制できないので、機会を提供する形にする
・役割を細分化して、1 人 1 人の重荷を減らすことも可能
・渉外設立の話が多かった（秋以降）
→今年度は伝える内容、伝え方に注意する

ex.「渉外・広報局が執行部には存在していることだけ認知してね♪」ぐらいのニュア
ンス
Q：企画をすることが楽しいのではなく、良い結果となったことが楽しいのでは？
A：それは一理ある。M2 がサポートする必要があるかも。
⑤ 冬合宿について
1. 今年の冬合宿の詳細説明（場所、議題、観光内容等）
詳細は資料を参照してください
2. 質疑応答
Q：雨天時の観光は？
A：問題ないはず。但し、1、2 はコースの変更は当日でも可能です
Q：何か記入を促すような対策を取った方が良いのか（記入して予め提出してもらう）？
A：フォーマットを送り、どんなことを書くか考えてきてもらう
Q：20 人参加者が集まらなかったら？
A：締切を伸ばして集める（特に M2 に連絡する）
Q：M1 と M2 が話し合える最後の機会なので、浅草めぐりの時間を多めに設けた方が良
いのでは？
A：2 日目の 3 月定例 MTG に入れてあります

⑥ 浅草めぐりについて
1. 2013 年 2 月 11 日（火）の下見について
2. 午後の「すごろく」企画について
3. GL、GL 補佐について
・1 日目と 2 日目の間で 2 週間空くので、下見を入れる（GL 補佐、GL 用の研修向け）
・GL は会話を盛り上げたり、体調不良が出たりしないかを見るので当日は精いっぱい
なので、事前に休憩場所やルートの確認をしたかった。
（M2 より）
4. 昼食会場、懇親会会場について
5. 午前中のフェリーについて
6. 今後の予定
7. 質疑応答
Q：コースの偏りは？

A：GL に調整をお願いする。右回りと左回りを変えても良いのでは？
・申込時期をずらすことによって、申込する学校の分散することが出来る
・一旦申込を締切して、GL が確保できてから申し込みを開催する方法もあるのでは？
・GL を集めることが参加者を集める事の方が難しい
・参加締切日を設定するよりも、左記に GL を確定して参加人数を確定させる
・3 人は学生委員から呼ぶことが出来る
→最終手段としては学生委員を使う
→出来れば GL は新 M2 で固めたい
⑦ 追いコンについて
1. 追いコン当日についての説明
2. 文集についての説明
3. M2 ランキング配布
⑧ ブロックにおける院生委員会の位置づけについて
1. ブロックについての説明と確認
2. ブロック委員会で感じたこと、分かったことの報告
・院ミを外から客観的に見ることが出来た
・院ミのポジションがわかった
→（これまで）院ミはブロックの一つ
→各種委員会の組織の中の一つ
・他の委員会の活動が見れた（特に学生委員会）
・院ミと生協との関わりはわかりづらい（生協を通して活動をしている訳ではないので）
→でも、他の委員会の人たちは生協を通して活動しているので分かりやすい
・自分の大学の生協に関して何も知らなかった（津田塾では新歓で何をやるのかを知ら
なかった）
他の組織の活動が知れたこと、よって院生ミーティングでもしっかり活動していきたい
と思います！
Q：北甲の人たちにも参加してもらえるのか？
A：北甲の人たちにも声かけやタイミングが合えば院ミにも参加してもらえる
→北甲の人たちにも参加してもらえれば、院ミが活性化できるのでは？
⑨ セクションについて
1. セクション担当者募集の案内
2. セクション希望調査用紙配布

