
 

2019 年 3月７日（第１次案） 

2019 年５月 10日（第２次案） 

2019 年６月４日（第３次案） 

会員生協専務理事ならびに学生委員長・組織部長のみなさま 

 
2020年度新学期キックオフセミナー開催案内(第３次案) 

 
関西北陸ブロック 新学期活動交流セミナー実行委員会 

実行委員長 國見 伸行   （富山大学生協 元専務理事） 

企画局長  橋爪 遼太郎 （関西北陸ブロック学生事務局） 

事務局長  梶原 泰斗  （関西北陸ブロック学生事務局） 

 
本セミナーの位置づけ                      

 

2020 年度の新学期活動の「キックオフ」となるセミナー 

 

１．開催趣旨 

 

 多くの大学で合格決定が早まっている現状に伴い、新学期活動の動き出しも早める必要性が出て

きました。各大学生協で６月末というと、新学期活動の振り返りまでを終えて、次年度の動き出し

を考え始める時期かと思います。 
そこでこの時期にブロック全体で、新入生・保護者の実際の感想や運営側が感じたことを含めた、

2019 年度の新学期活動の振り返りを持ち寄ります。そして、教訓点や課題点、次年度への展望を

共有し、自大学生協で次年度の展望を見出すための考え方自体も学び合います。さらに各大学生協

が、2019 年度の関西北陸ブロックの幅広い新学期活動から 2020 年度の新学期活動のヒントを

見つけていきます。その流れの中で一年生、上級生、そして職員という立場の異なる参加者同士が

ともに学び合う場として、2020 年度の新学期活動のキックオフセミナーを開催します。 
 

２．セミナー参加者の獲得目標 

 

1. 一年生は、自身の経験をもとに、大学生協が新学期活動を行う意義を理解して、2020 年度

の新学期活動のスタートを切る。 

2. 上級生と職員は、持ち寄った 2019年度の新学期活動の振り返りから現状を知り、2020年

度の新学期活動につなぐ。 

3. 参加者全員がそれぞれの立場を越えて、2020 年度の新学期活動に向けたヒントを学び合う。 

 

３．企画対象 

 

１．2019 年度新学期活動に関わった人（学生委員会・アドバイザー・サポーター・職員など） 

２．2020 年度新学期活動に積極的に関わりたい人（新入部員など） 

３．参加者想定 400人規模（16 年 413名参加 17 年 400 名参加 18 年 392 名参加） 

 

          ※大学生協別の時間がありますので、幅広い立場の方の参加が望まれます。 

  



４、企画概要 

 

【日 時】 2019 年 6 月 30 日（日） 11：00〜16：05 

（閉会式終了後、大学別の時間を設けます。） 

  ・昼食はお弁当をご用意いたします。 

アレルギー等の対応は致しかねますので、必要に応じてご自身で持参ください。 

【会 場】 国立京都国際会館 〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町 422 番地 

【参 加 費】 1000 円 
【交 通 費】 ブロック交通費基準適用 
【申込方法】  参加者の申し込み期間は【5/13(月)～6/7(金)】となっております。 

・Web（https://secure.univcoop.or.jp/seminar_kansai-hokuriku/）での申込受付となります。 

申込方法は、別資料『【0630 新学期 KO セミナー】申し込み方法』を参照してください。 

注）パスワードは会員ごとに配布されているものを使用いたします。 

専務理事／業務責任者に確認していただくようお願いいたします。 

 ・参加人数が 40名を超える場合は、Web 上の Excelファイルを用いた申込をお願いします。 

   

５、個人情報の取り扱いについて 

 

「関西北陸ブロック 新学期キックオフセミナー」参加申込にあたって 

当会にご提供いただく個人情報は、下記の範囲で取扱いますので、予めご了解ください。 

  

(1) 個人情報の利用目的 

ご提供いただく個人情報は、新学期キックオフセミナーの企画実施および諸連絡のためのみに

利用します。 

企画実施のために作成する名簿等に関しましては、本企画終了後、適切に廃棄します。 

 

(2) 個人情報の第三者提供 

ご提供いただく個人情報のうち、保険加入のために必要な情報を保険会社へ提供します。 

セミナー中に記入する感想文（アンケート）は、セミナー事務局での企画の振り返り、成果確

認のために利用し、必要に応じて会員生協専務理事に提供します。 

セミナーの記録を残すため、セミナー中の参加者の様子を写真または動画によって撮影し、ブ

ロックでの活動の広報または関係者へ提供する場合があります。 

 

(3) 個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等・利用停止等の請求 

(ア) 申込者本人は、当会に対して自己に関する個人情報の開示を請求することができます。 

(イ) 申込者本人は、当会に対して個人情報の利用目的の通知を請求することができます。 

(ウ) 当会の保有する本人の個人情報に誤りや変更があった場合は訂正、追加、削除を請求でき

ます。 

(エ) 申込者本人は、当会に対して自己に関する個人情報の利用停止及び第三者への提供の停止

を請求できます。 

 

(4) お問い合わせ窓口 

個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等・利用停止等のご請求、その他ご不明な点につきま

しては下記までご連絡ください。 

  全国大学生活協同組合連合会 個人情報保護管理者 

  TEL : 06-7659-9800  FAX : 06-6395-3112 

  E-Mail：m.kazaore@u-coop.net 担当：ブロック事務局長／風折 

  

https://secure.univcoop.or.jp/seminar_kansai-hokuriku/


●タイムテーブル                             

         

時間 所要時間 コンテンツ 

10：00 60 分 
受付開始 

新学期活動動画放映 

11：00 10 分 開会あいさつ、事務連絡 

11：10 10 分 アイスブレイク 

11：20 70 分 

基調報告（15 分） 

全体報告（30 分） 

〇同志社生協 

「新入生の夢を生協全体・大学全体で応援する取り組み」 

グループ討論（25分） 

12：30 5 分 分科会の提起 

12：35 65 分 

昼食休憩の提起 

昼食（グループで食事・お弁当を準備します。） 

K’ｓNEWS 閲覧・新学期資料展示・新学期活動動画放映 

→分科会①会場へ移動 

13：40 50 分 分科会① 

14：30 10 分 分科会②会場へ移動 

14：40 50 分 分科会② 

15：30 15 分 休憩および大学生協ごとの班に移動 

15：45 20 分 全体のまとめ 

16：05  大学生協ごとの時間 

17：15  会場閉鎖（この時間までに会場を出てください） 

 

  



●2020 年度新学期キックオフセミナー分科会一覧（予定） 

 
テーマ 発表大学生協 活動内容 ターム 

新入生一人ひ

とりに 

寄り添った提

案をする 

京都工芸繊維 

大学生協 

課程の特徴をしっかり捉え、それぞれに応じた説

明や提案をした活動 

分科会① 

富山大学生協 一人ひとりに対して提案をきちんと整理して伝え

る、サポートセンターの取り組み 

分科会② 

生協だけでな

く大学全体で

新入生を迎え

る 

甲南大学生協 大学の各組織と協力し、新入生・保護者に伝えら

れることの幅を広げた活動 

分科会① 

和歌山県立 

医科大学生協 

学生委員がいない中でも、大学と協力して新入

生・保護者を迎えた活動 

分科会② 

同志社生協 

(同志社女子) 

先輩学生の協力により、実際の学生の姿や可能性

を示した活動 

分科会① 

京都大学生協 説明会共催、資料同送、保険案内の連携などの大

学との連携や、アドバイザーの研修などに力を入

れた取り組み 

分科会② 

近畿大学生協 準備段階から学生委員ではない上回生も巻き込ん

で、上回生組合員の成長にもつなげられた活動 

分科会① 

きちんと受け

止められ 
コト実現につ

ながる 

同志社生協 上回生や卒業生の実感を伴った経験談で、新入

生・保護者に４年間をイメージさせ、夢や可能性

を示した取り組み 

分科会② 

立命館生協 

（BKC） 

新入生・保護者がしっかり実感をもてるように、

伝え方も工夫した取り組み 

分科会① 

京都教育大学 

生協 

新入生・保護者にしっかり「伝わる」コトモノコ

ト提案の取り組み 

分科会② 

大阪教育大学 

生協 

新入生・保護者が大学生活をイメージできる工夫

が盛りだくさんの活動 

分科会① 

大阪樟蔭女子 

大学生協 

学生の実感・実態をしっかり集めたうえで、さら

に提案を強化した活動 

分科会② 

提案をまとめ

てその後の行

動につなげる 

福井大学生協 新学期後の食堂内の混雑対策など、新学期の成果

をきちんと日常活動につなげた取り組み 

分科会① 

立命館生協 

（衣笠） 

提案のまとめを丁寧に行い、新入生・保護者のそ

の後の行動につなげた取り組み 

分科会② 

新入生の仲間

づくりを応援

する取り組み 

京都橘学園 

生協 

大学内の他の団体と協力して、新入生の仲間づく

りを応援する活動 

分科会① 

兵庫県立大学 

生協 

早期からの新学期ミーティングなどから、特に新

入生の友達作りを応援した活動。 

分科会② 

生協全体で取

り組む、大学

生協どうしの

つながりを活

かす 

奈良３大学生協 

・奈良教育大 

・奈良県立大 

・奈良女子大 

大学生協どうしのつながりを活かして、お互いに

学び合い、新学期準備に力を入れた取り組み 

分科会① 

龍谷大学生協 生協全体で新学期活動に取り組み、全体で振り返

り、みんなのモチベーションにつなげる取り組み 

分科会② 

その他 関西北陸 

ブロック 

Web 広報について 分科会① 

関西北陸 

ブロック 

大学生協が新学期活動に取り組む意義をしっかり

考えてみよう！ 

分科会② 

 


