2012.7.22 第 7 回定例ミーティング議事録
日時：2012 年７月 22 日（土）15:00～17:10
場所：大学生協杉並会館 地下会議室

B102・103 会議室

参加者
D1：1 名、M2：21 名、M1：23 名、事務局：1 名
【議事録】
【報告事項】
1.自己紹介
大学名と学年、名前を全員の前で確認し、挨拶を行った。
学生は、45 名参加しました。
2.活動報告
1.全国院生委員会について
7 月 16 日（月）～17 日（火）で行われた。
全国院生委員会とは？
全国の大学院生が集まって構成される委員会。大学院生を対象として、各大学生協での取り
組みを推進している。
全国院生セミナーの告知
日時：10 月 6 日(土)13:00～7 日(日)16:00
会場：国立青少年教育振興機構 国立オリンピック記念青少年総合センター
概要：各大学生協およびブロックの紹介や活動報告を行う。また、院生の活動に対する課題
を解決し、より一層「大学院生が安心して充実した院生生活を送る」ために、参加者同士が
議論を行う。
詳細内容は、まだ確定していないが、今年は東京参加のため、沢山の人が参加してほしい。
全国院生委員会のホームページから確認してほしい。
『Q&A』
1.次回の合宿は何人くらい募集しますか？
A． 東京（代々木）で開催されるため、宿泊はない予定。
場所が近いため、みなさん気軽に足を運んでほしい。
院生ミーティングの活動報告も行う予定。
2.申し込み方法は？
A． 各所属大学の大学生協より行ってください。
締め切りは、9 月 20 日。
また、8 月末までに事務局に連絡しても申し込み可能。
所属大学生協から参加費の補助がでる可能性があるので、専務と面談をしてもらう予
定。専務とのコンタクトは事務局がしてくれる。

全国院生委員会についての個別質問は、M2 担当者まで。
2.第 4 回東京ブロック運営委員会について
タイムフローは、配布資料 p.10 を確認。
院生ミーティングからは、8 月 5 日(日)に行われる夏の院生交流会（お台場めぐり）開催提
案を行い、承認された。
3.東京ブロック新学期交流会 2012 について
今年度の新学期に行われた活動・事業の成果と課題をブロック全体で共有し、次年度の新学
期に向けて更なる取り組みが発揮されるようにエリアを越えて活動交流を行った。
テーマ別分科会ではミーティング M2 より院生ミーティングについて紹介した。
また、東京工業大学の新入生歓迎会の活動報告を行った。
※詳細は概要の欄を参照。
4.セクション活動報告
≪確認事項≫
第一回英語セクションと即興術セクションは、前回口頭で発表したが、その時の資料が出来
たので、確認してほしい。
院生ミーティングは、代々からあらゆる企画を行っているが、個人または複数人で企画をし
て実行できるイベント（セクション）の開催を行っている。あらゆる院生のニーズに応える
ため、またたくさんの人に企画の機会をもってほしいという思いから立ち上げている。
M1 も新しいセクションを作ることができるので、セクションを考えている人は、院生ミー
ティング代表に連絡してほしい。
・スポーツセクション
6 月 23 日（土）に楽しく体を動かしてきた。
8 月は熱中症が考えられるため、活動はなし。
次回は、9 月に開催予定。
≪一言≫
院生は体を動かす機会が少ない。みんなで楽しく体を動かしましょう！
・動物セクション
6 月 24 日(日)：参加者 10 人で池袋のネコカフェにて開催
M2 の参加者がほとんどだったので、次回は M1 も参加してほしいです。
動物セクションでは、幅広いイベント（動物園や水族館など）を考えているため、今後のセ
クションに期待してください。
≪一言≫
セクションを機会として、沢山の交流ができます。

・即興術セクション
7 月 22 日(日)：定例会議前
目的：就活の面接をしっかりと行うテクニックを身に着けよう。
今回は、アイコンタクトでとっさの発想ができるような内容を行った。
【実演】どんなことをしているの？
2組
8 月も行うので興味ある人は参加してほしい。
≪一言≫
就活の面接時のとっさの対応をみんなで楽しく身につけよう！
1.今後に向けて
1.院生ミーティング Twitter 公式アカウント作成に関して
Twitter 開設に当たり、院生ミーティングで使用する公式ロゴを募集。
募集したロゴを院生ミーティング公式 Twitter でも使用予定。
・大きさは、10 ㎝×10 ㎝以内で作成してほしい。
・可能なら、縦 10cm×横 20cm のものも作成してほしい（ホームページや配布資料に使い
やすくするため）
。
・ペイントやイラストレーター、ppt など、使いやすいもので作成してほしい。
・シンプルなものから、派手なものまで幅広く募集。
募集期間：7 月 22 日（日）～8 月 12 日（日）
連絡先：院生ミーティング公式メールアドレス（HP より確認）
2.夏合宿について
日時：9 月 15 日（土）～16 日（日）の 2 日間を予定
テーマ：院生ミーティングの今年度前半の活動の振り返りと、後半に向けて。
初日お昼に現地到着し、午後、夜、2 日目朝とミーティングを行う。
合宿でのミーティング内容（予定）
・ウォーミングアップ：生協勉強会
・メイン企画：ビジネスコンテスト（予定。変更の可能性あり）
・９月定例ミーティングの代わりとする時間
※詳細は概要の欄を参照。
現時点の予定のため、今後変更の可能性あり。詳細は固まり次第連絡します。
『Q&A』
1.現在誰がメインで企画を進めているのか？
基本的に M2 で行う。
メイン活動者は、７月定例時で代表。

2.新院生向け冊子～院生 Style Book～について
毎年４月に会員生協の大学に配布している。
2013 年度版の編集メンバーを、8 月の定例ミーティングで募集予定。
編集メンバーの人数制限は特に設けていない。
編集員メンバーは夏合宿までに 2013 年度版のコンセプト・概要を決め、発表すること。
※詳細は概要の欄を参照。
3.夏の院生交流会
テーマ：お台場めぐり～院生王におれはなるっ！～
コンセプト：リフレッシュと交流
研究や課題の疲れをリフレッシュする。
今後の院生活の充実のために、お台場を散策を通じて夏を感じつつ、他大学・他分野の人と
交流する。
※詳細は概要の欄を参照。
スケジュール
8 月 5 日（日）：雨天決行
参加費：1000 円
昼食代：1500 円
懇親会：3000 円（希望者のみ）
10 時：集合 水上バスと集合写真
13 時：昼食
～17 時：散策＆企画
希望者：18：30～20：00 懇親会（ビアガーデン）
関連事項
定例ミーティング内で広報のビラとポスターを配布。研究室に掲示したり、知り合いの院生
に配布したりしてほしい。
Twitter のアカウントと FaceBook のページも作った。フォローと「いいね」をしてほしい。
参加人数について
７月定例時：M1 27 人

＿

M2 4 人（ミーティングメンバー除く）

まだ 20～30 人余っているので、GL でも参加者としてでも良いので、参加してください。
【要注意事項】
参加申込人数が定員に達したら、Asakusa メーリス、HP、ブログにて連絡すること。
本日ポスター、ビラを持ち帰り、掲示等を行ってくれた人は、この連絡を確認次第、ポスタ

ーなどをはがすことに協力してほしい。
『Q&A』
1.GL は何人いるのか？
GL は現在、8 人。
12 人ほしいので、あと 4 人ほしい。
2.グループは何人構成？
グループは、５～６人で組んでいる。
3.サブタイトル、ポスター、イメージキャラクターから、「麦わら帽子」が強調されている
ように思うが、何か意図があるのか。
サブタイトルや夏を意識している。
＜意見＞
スタッフは全員麦わら帽子を着用というのも良いかと思う。
4.集合時間に変動の可能性があるようだが、水上バスの出航時間を考慮すると 10 時集合が
ベストでは？
わかりました。ポスターの集合時間を 10 時に変更してほしい。
5.雨天決行ということだが、台風が来たら？
前日に判断して、参加者にはメールを送信する予定。
ただ、昼食のビュッフェ点で全員キャンセルの場合キャンセル料がかかってしまうため、そ
の対応は考える。
4.まとめ・今後の予定
≪セクションについて≫
星セクション（李）
7 月 29 日（日）、8 月 25 日（土）～26 日（日）
7 月 29 日；プラネタリウム見学
お台場の下見とかぶるので GL の人は、下見優先でお願いしたい。
8 月 25 日（土）～26 日（日）：天体観測会
群馬県嬬恋村にて天体観測。
希望メンバーは現在 10 人。あと 2 人は参加可能なため、希望者は担当者、または院生ミー
ティング公式メールアドレス（HP に掲載）まで連絡してほしい。
『Q&A』
1.星セクションに参加して、8 月の定例ミーティング開始時間に間に合う？
間に合う。３つのルートについてシミュレーションを行い、渋滞を考慮しても全てのルート
で開始時間に間に合うことを確認している。

≪夏の院生交流会について≫
8 月 5 日（日）の夏の院生交流会

10 時から、集合場所は、参加者のみに連絡予定。

≪夏合宿について≫
夏合宿は、9 月 15 日（土）～16 日（日）にて実施予定。
場所：現在未定。夏の院生交流会終了後に告知予定。
候補として、熱海、日光、群馬、軽井沢、那須など
宿泊費・交通費のうち、一部については生協から補助が出る可能性もある。
≪次回定例ミーティングについて≫
次回は、8 月 26 日（日）で実施予定。
場所：地下会議室

B102・103 会議室の予定

内容：夏の交流会の反省会・振り返り、夏合宿に向けて、新院生向け冊子編集メンバー募集、
など。
参加については、浅草メーリス、HP で告知する申込フォームから申し込みしてください。

概要
・新学期交流会について
会場は学部生が多かったため、院生が生協に関する活動を行っていることを知らない人も多かった。
学部生の活動も取り入れたいし、学部生にとっても院生ミーティングの活動がその後の学生生活を考え
るきっかけとなると良い。
課題
このように院生ミーティングの活動はまだまだ知れ渡っていない。また、他の団体がどのようなことを
行っているかも知る機会が少ない。
これらを解決するためにも、院生ミーティングとして今後渉外・広報活動にも注力していく予定。
・夏合宿について
実施予定内容
ウォーミングアップ：生協勉強会
これまで院生ミーティングの活動や位置付けについては紹介してきたが、母体である生協についてはま
だ紹介の機会をこれまで設けてこなかった。そこで、生協、大学生協について振り返る時間とする。
大学生協という組織・団体を知ることは、今後社会に出てあらゆる企業・組織に所属する際の参考にも
なり、院生としての知見を広げることができる。
メイン企画：ビジネスコンテスト（予定。変更の可能性あり）
グループワークを通して、生協の事業に対して院生の立場からビジネスを提案する。
昨年度夏合宿でも実施。昨年度は実現可能性を考慮しての提案としたが、今年度はより自由に発想する

ような場とすると良いのではないか。
大学生協としても学部生より関わりが浅い「院生」という立場から生協に企画を提案することで、生協
全体の事業の参考になる。また、生協という組織を理解し、その発展に関してのビジネスワークの経験
をすることで、自分たちが今後社会でビジネス提案をするための練習となることもできる。つまり、こ
のビジネスコンテストはお互いに Win-Win の効果がある。
定例ミーティングの代わりとする時間
９月中旬に夏合宿を行うため、９月の定例ミーティングは行わない予定。
そのため、本来定例ミーティングで実施予定であった議題を、夏合宿中に行う。
予定内容：新院生向け冊子概要発表、秋の院生交流会に向けて

・新院生向け冊子について
2012 年度版の説明
冊子タイトル：院生 Style Book～充実した院生ライフにご招待～
現在配布されている 2012 年度版「院生 Style Book」は、昨年 9 月～1 月上旬の期間で編集活動を行った。
編集メンバーは 5 人で、掲載記事は院生ミーティングメンバー、メンバーの伝手、院生ミーティング
OBOG に協力を依頼した。
コンセプトは、「かたいイメージのある大学院を、もっと身近に感じてほしい！」。この実現に向けて、
冊子形式を変更したり、カラーページの増設をするなど、工夫を行った。
2013 年度に向けて
来年度も発行するので、８月定例ミーティングで編集メンバーを募集して作成開始する予定。
編集メンバーが自由に発想し、イメージを作り上げて実行することができる。
主に編集するのは編集メンバーだが、掲載内容の記事は院生ミーティングメンバー、並びにあらゆる院
生、OBOG に協力をお願いする。みんなで冊子を作り上げるというイメージ。
8 月の定例ミーティングに参加できないが、メンバーを考えている場合は、個別に相談してほしい。
・夏の院生交流会
テーマ：研究の疲れをいやしたい。リフレッシュと交流をコンセプトに。
企業が就活の際に学生を見るポイントとして、コミュニケーション・主体性を重視しているらしい。そ
のため、それらの能力を培うためにも交流については、今後重要になってくると感じている。
また、人とのつながりを大事にすることは、今後の研究生活の糧ともなる。（お互いの研究分野の報告、
議論など）
なぜお台場か？
ダイバーシティ、お台場合衆国、ガンダム、レゴランド、フジテレビなど…いま、お台場があつい！
そのため、お台場を選択した。

しかし、一人だとなかなか行く機会が難しい。
そこで、みんなで行くことで、お台場という場を楽しみリフレッシュしながら、院生同士の交流を図る
ことができる。
詳細内容
・夏を感じつつ、様々な人と交流
・お台場を散策することがメイン
・散策は、ガイドブックを参考に
・今までとは少し違う企画あり
・お土産等も用意するので、楽しみにしてほしい
活動メンバー
M1 中心メンバー：11 人
----

以上

----

