2012.10.13

第 9 回院生ミーティング議事録

日時：2012 年 10 月 13 日（土）14:00～18:10
場所：大学生協 渋谷会議室 会議室 C
参加者

M2：15 名

M1：19 名 事務局：1 名

【議事録】
【報告事項】

１自己紹介
参加者が一言ずつあいさつを行った。

２活動報告
1) 院生ミーティング夏合宿
日時：2012 年 9 月 15 日(土)-16 日(日) １泊２日
場所：栃木県・日光市
参加者：計 38 名
・夏合宿の目的は、
「大学生協院生ミーティング」２０１２年度前半の活動の振り返りと後半に向けて話
し合うこと及び参加者同士の交流を深めること。
＜会議内容＞
１、院生ミーティング前半の活動振り返り
２、大学生協・院生ミーティングについて知ろう
３、グループワーク：利用者の立場からのビジネスコンテスト
４、新院生向け冊子（院生 StyleBook2013）について
５、全国院生セミナーにむけて
６、秋の交流会について提案および企画決め

2) 第４回東京ブロック運営委員会
日時： 2012 年 9 月 29 日(土) 13:00～
場所：大学生協杉並会館地下会議室
3) セクション活動報告
◆即興術セクション
9/17(月)12:30～15:00『第３回 ステイタス』
◆フードスタイルセクション
9/21(金)17:00～21:30『第１回 世界の料理を』

◆英語セクション
9/22(土)14:00～18:00『第３回 課外活動：
「ナマステ・インディア」へ』
◆スポーツセクション
9/23(日)14:00～『第２回 ボウリング』
◆動物セクション
9/29(土) 10:30-14:30 『第３回 水族館』
4) 院生ミーティング公式 Twitter アカウント完成★
・ツイッター使用時のルールについての説明を行った。
・アカウント名、パスワードを知っている者は誰でもツイートが可能であり、院生ミーティング・生協・
大学院生に関することのみツイートできる。

３全国院生セミナーの振り返りと今後
日時：2012 年 10 月 6 日(土)-7 日(日) １泊２日
場所：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
ミーティングからの参加者：
M2：８名
M1：２名
＜セミナー内容＞
１、大学生協の基礎的知識、現状について知る
２、大学生協の事業、活動について知る
３、院生のニーズから活動を考える
４、院生活動の協力関係について考える
５、活動交流会
・参加者は、参加後に院生セミナー報告書の提出を行った。
1) セミナー開催報告と感想報告
2) セミナーに参加しての渉外報告と今後の提案
3) 院生ミーティングの広報・渉外・他ブロックとのつながりについてグループワーク
※概要部分を参照。

４院生 Style Book2013
コンセプト：「院生生活を充実させるためのキッカケ」
対象：院生および大学院進学を考えている学部生

・担当者よりコンセプトや発行までのスケジュールの説明が行われた。
・各ページ内容の執筆者決めを行った。
・疑問点などは院生 StyleBook2013 専用メールアドレス：insei.sb2013@gmail.com まで。

５秋の院生交流会
テーマ：院生の life planning ～みんなこれからどう生きる？～
日時：11 月 17 日(土)10:00 受付

（仮）

10:30 スタート

場所：東京工業大学 大岡山キャンパス第一食堂
参加費：昼食費１０００円程度（懇親会費は３０００円程度）
参加対象：会員生協大学院生組合員・大学院進学を考えている学部生
参加規模：最大７０名
詳細などは AsakusaML にて配信を行う。
＜開催趣旨＞
この時期の院生の悩み・要望の種類
修士 1 年：授業・研究・学会発表・就職活動について。
修士 2 年：修論作成本格化、残りの院生生活、その後の進路。
院生ミーティングとして、院生がより充実した生活を送るために、
「今後の院生生活やその先の人生について気軽に話し、意見交換ができる場所」を提供すること。
＜企画概要＞
１、これからの院生生活や社会に出てからの話が聞ける
２、院生ミーティング OB や OG を招いての交流相談会
３、人生に関するテーマを交えた意見交換会とポスター発表
４、プレゼンや就活に活かせる即興術セクションの体験
※現段階の予定です。

６来年度に向けて
１）来年度の役職・担当の提案
※様々な役職があるため、別紙参照。詳細などは１１月定例時に担当者より説明を行う。
２）代表・副代表選挙の流れと候補者募集のお知らせ
代表募集：１名
・１０月定例ミーティング後から、立候補募集および選挙運動を行い、１１月４日の定例ミーティング
で選挙。
新代表決定。

副代表募集：１～２名
・１１月定例ミーティング後から、立候補募集および選挙運動を行い、１２月の定例ミーティングで選
挙。
新副代表決定。
※選挙権・被選挙権は条件該当者のみもつものとする。
詳細などは AsakusaML で配信。
３）春の院生交流会(浅草めぐり)について
・院生 StyleBook２０１３の裏表紙に掲載し入稿日の関係で早めに今の M1 から代表と副代表を決めるよ
うにすることを告知した。

７まとめ・お知らせ・今後の予定

＜IM 全体行事＞
1) 11 月定例ミーティング
日時：11 月 4 日(日)

14 時～（選挙開始時間）15 時～（定例開始時間）

場所： 大学生協 杉並会館 地下会議室
2) 秋の院生交流会
日時：11 月 17 日(土)10 時～17 時
場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 第１食堂
3) 12 月定例ミーティング＆年度総括
日時：12 月 9 日(日)午前 or お昼～
場所：未定
4) 院生ミーティング大忘年会
日時：12 月 9 日(日)夜
場所：未定
＜東京ブロック・各運営委員・全国院生＞
1) 食堂の試食会？
日時：10 月 22 日？
場所：？
参加者：希望者の方

2) 全国院生委員会
日時：11 月 3 日(土)～4 日(日)
場所：大学生協杉並会館
3) 東京ブロック総会議案検討会議
日時：11 月 10 日(土)
場所：大学生協杉並会館
参加者：東京ブロック運営委員
4) 2012 東京ブロック大会
日時：12 月 1 日(土)
場所：未定（千葉大学生協食堂が有力）
参加者：代表副代表、新代表、東京ブロック運営委員
＜セクション＞
1) 第３回 スポーツセクション『東京タワーを階段で登る』
日時：10 月 20 日(土) 13:00～
集合：東京タワー 正面入口 チケット売り場
2) 第３回 星セクション『プラネタリウム観賞＆天体観測会』
日時：10 月 20 日(土) 17:30～
集合： JR 中野駅
3) 第４回 即興術セクション
日時：10 月 21 日(日)13:00～16:00
場所：大学生協杉並会館
4) 第４回 英語セクション『
「川崎ハロウィン」の観覧とハロウィンパーティー』
日時：10 月 28 日(日)13:00～20:30
場所：川崎＋杉並会館会議室
【概要】
３全国院生セミナーの振り返りと今後
2) セミナーに参加しての渉外報告と今後の提案
＜広報・渉外部門担当者の提案＞
・１２月までに月報作成したいのでそのために原案を１１月中旬までに固める。
・横のつながりを作ろう！
3) 院生ミーティングの広報・渉外・他ブロックとのつながりについてグループワーク
＜意見＞

・着地点がわかりづらい
・大学間を院生ミーティングがつなぐメリットとは？
・生協がより活動しやすい環境にするために行うのか？
・生協からの規制にはどう対応するか？
・意見交換だけでなく実際にどう活動に落とし込んでいくのか？
・次の代への負担はないのか？
・月報を配布する対象や範囲は？
・セクション活動を月報に掲載するのはどうか？
・甲信越エリアにも行う広報方法を検討してみては？
・生協には加入しているが院生ミーティングに不参加の大学が問題なのでは・・？
・就活支援・資格講座などで連携がとれないか？

５．秋の院生交流会
（１）スタッフより進捗状況報告
秋交流スタッフより、報告があった。
【開催趣旨】
秋～冬にかけた時期の院生の悩み・要望の種類としては、
修士 1 年：授業・研究・学会発表・就職活動について
修士 2 年：修論作成本格化、残りの院生生活、その後の進路
が挙げられる。
そこで、院生ミーティングとして、院生がより充実した生活を送るために「今後の院生生活やその先の
人生について気軽に話し、意見交換ができる場所」を提供することとする。
【参加のメリット】
OBOG の話が聞ける!（進路相談、社会人との交流）
意見交換ができる！（価値観の共有・発見、友達の意外な一面も？）
ついでに発表できる!（プレゼン力、就活対策、達成感（+α）
）
【開催概要】
日

程：2012 年 11 月 17（土）10：30～17：30（受付 10：00～）

会

場：東京工業大学 大岡山キャンパス

企画概要：これからの院生生活や社会に出てからの話が聞ける！
・院ミ OBOG を招いての交流相談会
・人生に関するテーマを交えた意見交換会とポスター発表
参加対象：会員生協大学院生組合員・大学院進学を考えている学部生・専務理事・組織担当者
参加規模：最大 70 名

【現時点のタイムスケジュール】
10:00~10:30 ；受付
10:30~10:40 ；開会式
10:40~11:1 ；アイスブレーキングその 1
11:15~12:30 ；OBOG 相談会 or パネルディスカッション
12:30~14:00 ；立食形式の昼食
14:00~14:15 ；アイスブレーキングその 2
14:20~17:30 ；価値観交換会的な企画
17:30~

；懇親会

【活動メンバー】
代表：1 名
総務：2 名
広報：2 名
企画・備品：3 名
運営：4 名
会計：募集中
【広報・受付】
受付開始日：本日定例 MT 終了後、浅草メーリスに告知
Twitter：別途報告（院生ミーティング公式 Twitter と兼用）
ブログ：http://t-insei.jp/blog.html （t-insei で検索）
※ 学祭でのビラ配りをするかも。
【企画メンバーからのお願い】
・相談会での「OGOB への質問事項」
⇒就活や社会に出てからのことなど、疑問質問を集めて OGOB の方々に事前に知らせたい。
・午後の価値観交換会企画の際の GL 募集かも？！
⇒参加人数によっては GL (各グループの司会進行者)が必要。考えておいてほしい。
・価値観交換会で話し合いたいテーマ
⇒卒業後の人生について、参加者の関心事を知っておきたい
（２）企画部門よりアンケート調査
企画部門から、参考のために聞いておきたいことのアンケート調査を行った。
アンケートの質問事項は、以下の通り。
(1)午前の OBOG 相談会で、OBOG の方々へどのようなことが聞きたいですか？進路（進学か就職か）
や就活について、就職してから考えたこと etc…なんでも結構です。なるべく具体的にお書きください。
(2)午後の価値観交換会で、どんなことについて語り合いたいですか？思いつくままに 3 つまで挙げてく

ださい。
(3)価値観交換会で、「大まかに将来やお互いの価値観について語る」か、
「仕事、趣味、家族、など、少
しテーマを絞って語る」か、どちらがいいと感じますか？
（３）広報より交流会テーマの提案と多数決
交流会のコンセプトともなりうる「テーマ」を候補のなかから多数決で決定した。
・院生の life planning～みんなこれからどう生きる？～
・TOKYO 白熱教室
・月夜の晩まで語り合う
・さぁ、これから人生の話をしよう
・Future を Together しよう
⇒多数票により、「・院生の life planning～みんなこれからどう生きる？～」に決定。
（４）質疑応答
秋交流全体について、質疑応答を行った。
Q：大岡山キャンパスの第１食堂は、１階に位置し、一般の学生が興味津々で覗いたり入ってきたりする
可能性がある。その対策は考えているか？
A：現時点では考えていないが、当日そのような一般の方対策も考える。
Q：OBOG の集まり状況はどうか？
A：10/19(金)を〆切としているが、現段階では、まだ一人も連絡をいただいていない。
【提案】現在は 2011 年度第、2010 年度代の 2 世代のみに声をかけているが、これをもっと幅を広げて
声をかけたらどうか？
【提案】院生ミーティングの OBOG だけではなく、院生ミーティングメンバーが大学・研究室等で持っ
ている伝手であたってみるのも良いのでは？

