
　全国大学生協連では、新型コロナウイルスの拡大を受けた大学生の生活
変化を受けて、今後の大学生活のありようや大学生協として取り組むべき
テーマについて具体化するために全国大学生活協同組合連合会がWEBア
ンケートを実施しました。
　寄せられた大学生の声・生活実態を大きく4つ紹介します。

●「アルバイト」ができず家計収入減少による経済的不安
　アンケートでもアルバイト収入に見通しで「大きく減少する」「減少する」と約40％の学生が回答し、
　この先の経済的不安について、「非常に不安である」「不安である」と60％以上の学生が回答しています。

●授業あるいは対面授業が無い中、学費の減免や返還を求める声
　友達ができない、サークル活動できないなど、リアルなつながりが無いなかでの不安、
　不満が多く寄せられており、大学の新しい友達は「0人」と7,669名、「5人未満」と6,990名が回答しています。

●将来や進路に対して、不安が増したと感じている
　「さらに不安を感じるようになった」と約40％、「不安を感じるようになった」と約25％の学生が回答しています。

●今後の大学の授業に期待するものとして、対面授業と学年歴の開始の延期を希望する
　「今後も対面授業を続けてほしい」と約30％、「学年歴の開始を秋から」と約20％の学生、
　「学年歴の開始を1年先延ばし」と10％を超える学生が回答しています。

　4月28日（火）弘前大学医学科より「医学科生の医学科講
義室等の使用禁止及び立ち入り制限」が通知されました。これ
に伴い弘前大学生協では組合員同士の新型コロナウイルス感染
リスク低減のため、5月7日（木）より医学部食堂Pommeを
当面の間閉店、医学部店FERIOを短縮時間で営業しています。

　FERI0では、すぐに教科書、参考書等を買いにこれない
方を考慮し、通常テキストウィーク期間での医学書8％OFF
を22日まで延長。
　短縮営業になり客数は減り、来店する学生は食事のみを
購入しすぐに帰宅していますが、中には一日数回来店した
り、距離を保ちながらお話をしていく方もいます。この状
況で会話をすることが少なくなり、不安を感じているよう
でした。

「緊急！大学生・院生向けアンケート」結果（全国大学生活協同組合連合会）

Pomme　閉店中の様子

カウンターレジ上にお知らせ

 医学部食堂Pomme閉店・FERIO営業時間短縮 医学部食堂Pomme閉店・FERIO営業時間短縮

。

　アンケートの結果詳細は「全国大学生活協同組合連合会」ホームページにて公開されています。
　この状況下にある大学生・院生への理解を深めていただき、今後の大学生活の向上につながることを願っています。

● 調査方法：Web調査
●調査対象：全国の大学生、大学院生
●調査期間：4/20（月）～4/30（木）
●回 収 数：大学生35,542回答
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弘前大学生活協同組合のホームページは、「弘前大学生協」で検索！
1ヶ月に１回発行。弘前大学生協の活動をお知らせいたします。
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2019年度 第11回理事会報告2019年度 第11回理事会報告
5月28日開催

次回は6月18日（木）予定

詳しくは弘大生協ホームページ・理事会の議事録・発言録をご覧ください。詳しくは弘大生協ホームページ・理事会の議事録・発言録をご覧ください。

　今回の理事会は、新型コロナウイルス感染防
止のため、遠隔形式で行いました。初めて遠隔
形式で行いましたが、トラブルなくスムーズに
終えることができました。

　第１号議案～第２号議案　全会一致で可決承認されました。

第２号議案　2020年度の理事会小委員会活動について

第１号議案　総代会運営方針について

議決事項

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮
している学生への支援、また栄養面での支援を目的として
超低価格での食事の提供を弘前大学から依頼され実施する
こととなりました。
　超低価格での提供は弘前大学が弘前大学基金において、全
国の卒業生や関係者、地域の方、大学教職員等からお寄せ
いただいた寄附金を事業資金の一部として実現しています。
　5日は初日ということもあり、約30分で利用券の配布
は終了。5コマ授業が終了してからや医学部から移動して
きても間に合うよう8日（月）からは17時と18時からの
配布としました。
　福田眞作学長からは「学生の顔が久しぶりにみられて嬉
しい」というお話や、これからも利用状況に応じて食数を
増やしたり、メニューを随時検討しているというお話があ
りました。学生が安心・安全な大学生活を送れるように大
学生協としてもサポートしていきます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮
している学生への支援、また栄養面での支援を目的として
超低価格での食事の提供を弘前大学から依頼され実施する
こととなりました。
　超低価格での提供は弘前大学が弘前大学基金において、全
国の卒業生や関係者、地域の方、大学教職員等からお寄せ
いただいた寄附金を事業資金の一部として実現しています。
　5日は初日ということもあり、約30分で利用券の配布
は終了。5コマ授業が終了してからや医学部から移動して
きても間に合うよう8日（月）からは17時と18時からの
配布としました。
　福田眞作学長からは「学生の顔が久しぶりにみられて嬉
しい」というお話や、これからも利用状況に応じて食数を
増やしたり、メニューを随時検討しているというお話があ
りました。学生が安心・安全な大学生活を送れるように大
学生協としてもサポートしていきます。

提供期間：6月5日（金）～前期授業終了日まで
提供場所：食堂Horest
時 間 帯：月曜から金曜17：00～19：30
提 供 数：1日200食限定
　　　　　（利用状況により増減予定）

2020年度第1回理事会は、
６月19日（金）　通常総代会終了後～

【職員異動】
工藤　翔大　6月1日付けで東北大生協星陵店より出向受入　食堂Horest配属
小村　　晃　6月30日付けでCerisier店長と本部経理店店長　兼任とする

【退　　職】
早川　　桂　6月30日付け　退職

弘前大学緊急企画「100円夕食」

福田眞作学長

密にならないよう、
呼びかけたり、食
堂内テーブルも間
隔を空け配置して
います。

ごはん、大中小選べます。おかわり1杯無料！
現金・ミールカード・生協電子マネー Picoでお支払いOK。1食100円の
差額分を弘前大学より、ご飯おかわり分を生協で負担します。
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　「総代について知り、立候補してもらう。」「2020年度総代の参加
意欲を高めてもらう。」以上のことを目的として「総代Partyオンラ
イン会」を開催しました。
　今回はオンラインで自己紹介やアイスブレイクを行えなかったた
め、「総代同士の交流」よりも「総代について知ってもらう」ことを
重視して行うように進めました。
　職員の話では専務理事小村より生協は学生の味方であること、総代
は組合員の代表で、以前は総代自身でさまざまな活動をおこし、生協
を支えていたことを話し、新入生総代の活発な活動を促しました。総
代の活動などについて知ってもらえるよう総代に関するクイズを行っ
たり総代リーダーからのメッセージを伝え、会は終了。
　初めての総代Partyオンライン会で運営自体不安でしたが、参加者
がクイズ等で反応してくれていて意欲的に参加しようとしてくれてい
ることを感じられました。ですが反応のタイミングが難しかったり、
表情が見えにくいこともあり、こちらから反応の仕方を提示し意思表
示の場を作ったり参加している一体感を感じてもらえる必要があると
思いました。次回以降はオンラインで総代同士が交流できることを考
えていきたいです。

生協学生委員会　人文社会科学部2年　花田遼暉 

ACE講師Ryan　オンライン講座の様子

新入生対象講座　オンライン受講へ

総代Party オンライン会総代Party オンライン会総代Party オンライン会 開 催 日：5月13日（水）
参加人数：19名（総代12名・学生委員会6名・職員1名）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年度前期の新
入生対象講座はオンライン講座となりました。5月18日の週より
講座を開始しています。
　どの講座でも「対面講座」と同じように、受講生との対話や進み
具合のチェック等に気を配り、またスタッフ間の距離も確保し進行
しています。
　ACEでは講師にサポートの職員が一人付き、名前を呼びながら
話かけ進め、応援塾・まなたびでは学生スタッフが進行役というこ
ともあり、背景に「講師」や「スタッフ」といった文字をいれ受講
生にもわかりやすい工夫をしています。個別の質問の対応にはLINE
グループ等で上級生スタッフが対応しているため、より細かいサ
ポートを受けることができ、対面講座と同じようにチームごとの
ワークも実施していました。アパート等に住んでいてネット環境が
整っていない学生も生協店舗管理のスペース内でオンライン講座に
参加できるよう、場所を確保し対応していました。
　大学の状況を加味しながら前期はこの形で講座を進めていきます。

【2020年度　受講数】
英会話講座ACE：229名
学びと体験・出発講座（まなたび）：123名
PC活用講座大学生活応援塾：488名

【参加者の声】

「自分の生活に関わることは積極的に
参加したい」

「積極的に意見をあげ、大学生活をよ
りよいものにしたい」

まなたび
サポートの
上級生スタッフ

応援塾
講座中もスタッフ
同士の距離をとり
サポートして
います。
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5月の給付状況

病気入院 4件
病気手術 3件
事故入院    0 件
事故手術 0件
事故通院・固定具使用 8件
こころの早期対応 1件
父母扶養者死亡 5件

　　　計 21件

たすけあいアンケートより

　　　計 21件

給付金額

1,964,000円

　県内各所で桜の名所が封鎖、全国的にもGW期間中の「ステイホー
ム」の呼びかけもありいつもの４月、5月と違ったせいか、気付い
たら「６月になるの!?」と時間だけが過ぎていったような感じです。
　いろんな分野で中止や延期、行動制限があり、気持ちが折れそう
だったり、行き場のない思いでいっぱいの方がたくさんいると思い
ます。それでも時間は平等に過ぎていきます。「仕方が無い」の一言
で終わらせず、「どうすればできるか」「どんなサポートが良いのか」
を考え、行動し学びや経験の機会をサポートしていきたいと思いま
す。
　写真は文京キャンパスCerisier前。手前に大きな木蓮の木と理工
学部前の桜が咲き始めていた４月20日頃の写真。（SHIMO）

たすけあいアンケートより

「共済には必ず加
入すること、もしも

のときに備える

ことはとても大事
であることを今回

の実験の事故で

学びました。」

（理工院生1年　
実験中のケガ　レー

ザー室でガラスを

形成しているとき、
レーザーが誤作動

して指を火傷した。

通院 3日　共済金
6,000 円）

編集後記編集後記

　大学生協の共済にご加入いただいた学生と保護者の皆さまの、こころとからだ、くらしの
相談を24時間365日受け止めております。日本国内からは携帯電話からもご利用いただ
けます。24時間365日OK！
※からだとこころの健康相談・暮らしの相談 各専門医・臨床心理士などがお答えします。

第59回　弘前大学生協　通常総代会　開催のお知らせ
とき：2020年6月19日（金）18：30～19：15　場所：大学会館3階　大集会室

新型コロナウイルス感染防止の観点から、書面出席（書面議決）による運営とし、時間も大幅に短縮して運営する予定です。

【学生総合共済に関する相談窓口】
文京地区：たびshop　医学部地区：FERIO・保健学科Clover

学生生活無料健康相談テレホン学生生活無料健康相談テレホン 24時間・365日
★無料★

弘大生の学生総合共済加入率約90％！
多くの方にご利用いただけます！
　　　　TEL 0120－888－110

- 4 -



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2011 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.46000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005300740061006e006400610072006400280031002900270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005300740061006e006400610072006400280031002900270020306b57fa3065304f005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




