2013 年 4 月定例ミーティング議事録
開催概要
日時：4 月 20 日(土) 14：30～18：00
場所：大学生協渋谷会館 会議室 B
参加者
D1：1 名 M2：8 名 M1：2 名 事務局：1 名
計 12 名
【議事録】
【報告事項】
1． 活動報告
① 冬合宿
・3 月 2 日、3 日に行った冬合宿について活動報告を行った。
・LS 分析で出てきた企画案は代表、副代表で生協に提案する。
② 各大学新歓
I.

東工大
日時：3 月 30 日（土）14：30～18：00
場所：東京工業大学すずかけ台キャンパス 食堂
企画内容：キャンパスツアー、東工大クイズ、懇親会

II. 早稲田大
日時：4 月 2 日（火）17：00～18：30
場所：早稲田キャンパス 大隈ガーデンハウス
企画内容：立食交流会、クイズ大会
III. 東京学芸大
日時：4 月 4 日（木）16：00～19：30
場所：東京学芸大学 第一むさしのホール
企画内容：自己紹介ゲーム、立食交流会、ビンゴゲーム
IV. 一橋大
日時：4 月 4 日（木）16：00～
場所：一橋大学 西食堂

企画内容：立食交流会、ビンゴゲーム
2．2013 年度年間スケジュール
LS 分析で出た案をもとにひとつ新しい企画を行うことを目標とした。
そして、新しい企画として 10 月に OBOG＆現役交流会を行うことを提案し、実施が決
定した。
内容(案)
・お昼から行い、午後企画と懇親会を行う。(午後企画は実現可能であれば行う)
・午後企画はスポーツ大会、健康相談会など。
・懇親会では、就活だけではなく、進学や人生についてもお話してもらう。
・OBOG をいくつかのグループに分けてそれぞれのテーマでお話してもらう。
・2012 年度の秋交流の OBOG 懇親会のようなイメージ。
・基本的にはスタッフが内容を決める。
備考
・秋交流の準備は M1 メインで企画する予定なので、OBOG 交流会は M2 がメインに
企画する。
・午後企画でスポーツ大会を開催するのであれば、すぐに会場を予約する必要がある。
・日程とスタッフは 5 月定例までに決定する。
3．定例ミーティングの 2 部制について
今年から渉外、広報が本格的に動き出すということで、昨年度以上に話し合う内容が
多くなり、ミーティングの時間が長くなることが予想される。
そこで、新 M1 の定例ミーティング参加時間の短縮を図るため、定例ミーティングを 2
部制にすることを提案した。
内容
・第一部では渉外、広報、各種推進委員の報告を行う。
・第二部では M1 にも関係がある、交流会やセクションの報告、今後の予定について
の話し合いを行う。
・M1 は第二部からの参加となるが、希望者がいれば M1 でも第一部から参加可能。
・10 月以降は 2 部制に分けずに、これまで通りの定例ミーティングを行う。
懸念点
・熱心な M1 は第一部から参加するかもしれないが、その場合は第一部から参加する

グループと第二部から参加するグループに分かれてしまうかもしれない。
・片方のグループしかミーティングに参加しなくなってしまったら本末転倒になる。

決定事項として、第一部、第二部とは区別、公表はせずに、M2 は定例ミーティングの前に
もミーティングがあるという意識を持ってもらう。
4．各係の仕事のうち、全体で共有すること
① 会計
・領収書は必ず持っておく。
・領収書の宛名は「院生ミーティング」
・領収書をもらうのを忘れたもしくはなくした場合は会計係にすぐに報告する。
・企画ごとに会計についての取りまとめを行い、企画ごとに t-insei で報告する。
・各企画会計担当者には収支報告書を作成してもらう。
② ブログ
・活動していることがわかるようにこまめに更新する。
・楽しさが伝わるように絵文字を多用し、下見などの裏方についてもネタばれにな
らない程度に書く。
・ブログをアップしたら twitter でツイートする。
・セクションに関してはセクション担当者が書く。
・企画ごとで写真は撮っておく。
③ twitter
・交流会などの活動中の状況をツイートしてもよい。
・twitter のフォローは基本的に生協関連の団体のアカウント。
③ 渉外・広報
・Asakusa メーリスの名称変更を提案した。
・候補は「IM News」
「IM Style News」
「IM Life News」
・メールの文頭には「院生 MTG の○○です」と必ず入れる。


メーリス登録者 300 人達成に向けて
・浅草めぐり参加者には「今後配信を希望しない人だけ」アドレス宛てに名
前と大学名を送ってもらう。

・浅草めぐりに参加できなかった人へは、
「今後もイベントを開催していきま
す」という体でメーリスに登録してもらう。
・StyleBook の電子版を配布する。
・いつでも簡単に新 AsakusaML へ登録できるようにするために、ホームペ
ージもしくは定例参加申し込みフォームに ML 加入用の案内をはりつける。
5．5 月定例ミーティングの内容について
来月に行う予定の 5 月定例ミーティングの内容、議題について提案し、以下のように
決定した。
１．自己紹介
２．新院生交流会『浅草めぐり 2013』報告
３．院生ミーティングって？
４．セクション制について
５．グループワーク「どんな企画・セクションをやってみたいですか？」
６．まとめ・お知らせ・今後の予定
スポーツセクション(親交企画)
時間：16：30～18：30
場所：新宿ミラノボウル
企画：ボーリング
懇親会
時間：19：30～21：30
場所：未定
6．セクション管理について
2013 年度に新たに取り組む事柄やスケジュール管理、5 月定例でセクションの議題で
話し合う内容について提案し、以下のように決定した。
2013 年度の新たな取り組み
・開催日を一ヶ月前に確定
・報告書に写真欄を設ける
・セクション管理者がセクション同士のコラボレーションを働きかける
・Google カレンダーを作成する

スケジュール管理
・管理ツールとして Google カレンダーを作成する。
・Google カレンダーを使用することで、一般公開と HP への埋め込みが可能になる。
また、院ミの活動に参加したい人が、直近の活動内容だけでなく、長期にわたって院
ミの予定を把握しやすくする。
・各セクション担当者はメーリスにて告知、募集をすることが必須。
・開催前、開催後にはブログへ書き込む。
5 月定例ミーティングで新 M1 への紹介方法
1．全体に紹介
・各セクション担当者1分ずつセクション紹介、
・サークルとは異なって、様々なセクションに毎回、参加可能と伝える。
・セクションに申し込むには新Asakusaメーリスへの登録が必要と伝える。
2. 疑似体験or相談会
・5つのブースを設ける。
→疑似体験をしてもらうor相談会。この間M1は自由に動ける。
3. 企画案
・M1には一つのセクションに決めてもらい、各ブースに行く。
・M1から案を出してもらい企画し、後日その企画案をもとに実行すると伝える。
～流れ～
[1]セクション担当者は、セクションの説明＋自分が企画できる日程をこちらから提
示。（セクション担当者はあらかじめ日程が被らないようにしておく）
[2]いつ、どこで、何をするかM1が考える。（場合によっては、担当者がアイディア
提示）
→ここで、共同企画者を募る。この企画を一緒にやってくれる人を募集。
→6月のセクションを決めてもらう
[3]その後、全体の前でいつ、どこで、どのような企画があると告知する。
「M1からは○○さんが共同企画者になってくれる」と伝える。
→M1を企画者として紹介することで他のM1も参加しやすくする、および参加者
が他のM1を知る機会となる。

4.アンケート
・興味をもったセクション、新しく行ってほしいセクション＋M1がセクション担
当者を希望する欄も設ける。

単発セクション開催決定
・セクション名：「海山セクション」
・7月、8月に開催予定
7．お知らせ、今後の予定
① 東京ブロック運営委員会
日時：4 月 27 日（土） 13：00～17：00
場所：大学生協杉並会館 地下会議室 102、103、104、105
② 春の新院生交流会～浅草めぐり～
日時：4 月 28 日（日）11：00～
5 月 11 日（土）10：30～
③ セクション活動
1.

Language＆Culture セクション
A) 「オリエンタルな雰囲気でアジアの料理を堪能し、クイズを通して少
しだけ言葉を学んでみる！」
日時：4 月 20 日（土）18：30～
場所：モンスーンカフェ渋谷
B) 「タイフェスティバル」
日時：5 月 12 日（日）16：00～20：00（浅草めぐりの翌日！）
場所：代々木公園

2.

博物館・美術館セクション～ラファエロ展を見に行こう！～
日時：5 月 19 日（日）15：00～17：00
場所：国立西洋美術館

3.

スポーツセクション～ボーリング大会～
日時：5 月 25 日（土）16：00～18：00（5 月定例ミーティングの後です！）
場所：新宿ミラノボウル

④ 5 月定例 MTG
日時：5 月 25 日（土）13：00～15：00
場所：大学生協杉並会館
内容：院生ミーティングの紹介、セクション活動の紹介
⑤ 総武エリアスポーツ大会
日時：6 月 16 日（日）
場所：未定（東洋大学か埼玉大学）

概要
2． 活動報告
① 冬合宿
② 各大学新歓
Ⅰ．東工大
・当日参加が多く、受付でドタバタしてしまった。
・参加メールが届かなかった場合があった。
→確認メールが届かなかった場合の対応を考えておくべきだった。
・生協の HP を見てからの参加者も多かった。
Ⅱ．早稲田大
・浅草めぐりにも興味を持った人が多かった。
→4 月の浅草めぐり参加者で早稲田大が例年以上に多かった。
Ⅲ．東京学芸大
・新歓は今年度が初めての実施であった。
・アンケート結果より、参加者からは喜びの声が多かった。
・浅草の話をしてもあまり興味を持ってもらえなかった。
→学芸大で新歓を行ったことで、学内で人脈が広がって満足している人が多い。
・入学式の日は専攻飲みが行われている専攻があり、途中で帰る人も多かった。
→来年以降は入学式以外の日程も考慮してみる。
Ⅳ．一橋大
・当日に告知して参加してくれた人のほうが多かった。
・無料でご飯が食べられるというところに惹かれて参加した人が多かった。

・外部生との交流を宣伝文句にしても効果がなかった。
上記 4 つの新歓を通して、新歓で新院生とお話しつつ、その場で浅草めぐりに
申し込みをさせる（stylebook やポスターの QR コードを見せる）ことが重要
であるということがわかった。
2．2013 年度年間スケジュール
意見、質疑応答


M1 は企画スタッフに入らないのか？
→ちょうど秋交流の準備時期と重なっているため、M1 を何人もスタッフに入れる
ことは難しいが、もし余っていればお手伝いをしてもらう。



何年前までの OBOG を呼べるのか？
→連絡先を知っている限りの OBOG はお呼びしたい。
→1 つ上の年代は M2 が連絡を取り、それ以上の年代は事務局にお願いする。
→今回の企画でどの年代までお呼びできるのか検証してみる。



これからの M2 の仕事が明らかになったので、
すぐにスタッフを決めた方がいい。
→5 月定例までに、t-insei で募集をかけて決める。

3．定例 MTG の 2 部制について
意見、質疑応答


1 部 2 部と分けるのであれば、M1 は 2 部からとはっきり決定したほうがいい。
→M1 は 1 部から参加しないといけないのかなと思わせてしまうから。
→逆にそうすると M2 だけの閉鎖的な感じになってしまうのでは？



1 部 2 部と区別するよりは、定例前に臨時 MTG があるというイメージでいいので
はないか。
→1 部 2 部とは公表せずに、M2 は MTG を設定した時間よりも前にもミーティン
グがあるという意識を持ってもらう。

4． 各係の仕事のうち、全体で共有すること
① 会計
② ブログ・twitter

③ 渉外・広報


メーリス登録者 300 名を目指すにはどうすればよいか？


StyleBook の電子版を配布する際の案内にメーリス登録の案内を載せる。



ホームページ見て興味を持った人をすぐにメーリスへ登録するようにしたい。
→いつでも簡単にできるように HP に ML 加入用のフォームをはりつける。
→備考欄を削って、定例の参加フォームにも登録案内を載せる。



定例の帰りに、登録希望者の参加者にアドレスを書いてもらう。

5．自己紹介
6．5 月定例の内容について
この 2 つの議題は関連性があるのでまとめて話し合った。
7．セクション管理について
意見、質疑応答


5 月定例のグループワークで 6 月のセクションの企画内容を決めてもらう。
→M1 から案を出してもらったほうがプランを立てやすい。



初めてセクションの話を聞いた時、セクションへの参加の仕方がわからなかった。
→どこに応募すればどのセクションに参加できるかを M1 にもわかりやすくする。



スムーズに行うためにも、ブースの設置は誰が行うのかを決めておいた方がいい。
→ブースの準備は前もって誰かに仕事をお願いしておく。
→M1 は興味関心のあるブースに自由に参加してもらうのが理想。

7． お知らせ、今後の予定
① 東京ブロック運営委員会
② 春の新院生交流会～浅草めぐり～
③ セクション活動
1． Language＆Culture セクション
A)「オリエンタルな雰囲気でアジアの料理を堪能し、クイズを通して少し
だけ言葉を学んでみる！」
B)「タイフェスティバル」

2．博物館・美術館セクション～ラファエロ展を見に行こう！～
・ちょうど東大で五月祭が開催されているので、希望者がいれば、お昼に五
月祭を見て周りたい。
3．スポーツセクション～ボーリング大会～
④ 5 月定例 MTG
⑤ 総武エリアスポーツ大会
・スポーツ大会の練習も兼ねて、6 月 9 日にスポーツセクションを行う予定。

