
　総合選抜の受験生・保護者向け説明会では、充実した大学生活をテーマに入学準備にかかる費用や高校と大学の違い、
弘大生の大学生活をサポートしている各種商品・サービスの概要を私の経験談を織り交ぜながら説明しました。今回は新
型コロナウイルスの感染拡大防止のためオンラインでの実施となり、受験生・保護者の生の雰囲気を感じとることはでき
ませんでした。ですが、画面の向こうの方々にも学生生活の具体的なイメージが膨らむよう、写真やグラフなどの視覚情
報をできるだけ多く取り入れ、カメラ目線にも配慮しました。参加してくださった受験生ご本人と保護者様が少しでも入
学後のイメージを持ち、合格が決まったらサポートセンターに来場してくれるといいなと思っています。

学生生活アドバイザー　人文社会科学部2年　田口玲七

　弘前大学生協は弘前大学より「福利厚生業務」「教育支援業務」「研究支援業務」「その他大学業務」について業務委託契約を結ん
でいます。新入生の住まい探しや新生活準備等のサポートもこれらの業務委託に含まれるとして弘前大学生協が行っています。

【アンケートより】
●弘大生から実際に学生生活を送っていくなかで必要なことなどの説明があり、大変参考になりました。また、共済も大学生
活を安心して送れる充実した内容だということが分かり、ぜひ大学入学の際には加入したいと思いました。
●生協のサポートが厚いことが分かり、是非とも加入したいと思いました。今回の説明会に参加し、実際の大学生活や、様々
なサポートなど初めて知れたことが多かったです。また、最後の質疑応答の時間では、先輩学生の方々の温かな雰囲気を感
じることができました。

開催日・対象・参加組数
11月14日（土）　午前　理工・農生　77組
 　　　　午後　教育・人文　81組
11月15日（日）　午前　保健学科　　85組
 　　　　午後　医学科　　　23組
オンライン開催

総合型Ⅰ・Ⅱ
受験生と保護者さまへの説明会

（→）各発表者への全体
質問。チャットで質問
が寄せられるので、お
応えしていきます。

（←）サポートセンター
職員から学生総合共済
に関する話

（↑）発表の様子。視聴している方は発表者とモニターが見えます。
（→）会場の様子。周りに他の発表者やスタッフが控えています。
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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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PeaceNow！Hiroshima2020
開催日程：11月28日（土）・29日（日）　開催場所：広島県広島市内
主な内容：平和資料館、平和記念公園見学、広島市内フィールドワーク、被爆者講話 など

第１号議案　食堂で使用する「割りばし」「ドレッシング」について

審議事項

　食堂で使用している「完封割り箸」「小袋ドレッシング」を有料化することについて、前回の理事会でいただいた意見
を踏まえて、再度提案があり審議しました。
　この議案については、「環境負荷軽減」を全面に押し出すポスターにした方がわかりやすいのではないか、SDGsと絡
めることはできないかという意見がありました。
　この議案については、いただいた意見を踏まえて今後検討していくこととしました。

〈当日追加議案〉
第４号議案　中期計画策定に向けての協議　第１回「大学の変化」について

　中期計画の見直し策定にあたり、「大学の変化」について意見交流しました。
　この議案については、コロナ対策では何かあるたびに対応しなければならず学生に負担をしいている、生協では引き続
きオンラインへのサポートをやってもらいたい、コロナ対策で窓を開けて講義を受けるのは寒くて大変、後期になり対面
授業が始まったことで1年生も横のつながりが出来つつある、などという意見交流がされました。
　この議案については、いただいた意見を踏まえ、今後中期計画の見直しを進めていくこととしました。

第２号議案　総代会開催方針について

議決事項

　2021年度総代会方針について提案があり審議しま
した。この議案については、全会一致で可決承認され
ました。

第３号議案　弘前大学への寄付について

　弘前大学への寄付を昨年度同様300万円で今年度も実施す
ることについて提案があり審議しました。この議案について
は、全会一致で可決承認されました。

2020年度 第5回理事会報告2020年度 第5回理事会報告
11月26日開催

次回は12月24日（木）予定

　参加したいと思った理由は、もう一度広島に行きたいと思ったからです。高校二年
の秋に修学旅行で広島に行きました。そのときに見た広島平和公園や資料館から平和
とはなにかについて考えるようになりました。
　学習したいことは「平和とは何か？」です。私は戦争が起こらないように努力して
いくことが平和だと思っていますが、友人に質問してみたところ、戦争がないことが
平和、笑顔で暮らしていけることが平和と皆それぞれ違う考えを持っていることがわ
かりました。なのでもっと多くの考えを聞き、平和について語り合い、学生委員会内
や友人間で共有したいと考えています。

生協学生委員会　理工学部1年　神智貴

　PeaceNow!では、全国から集まった学生が、原爆が投下された広島、長崎、地上戦が行われた沖縄の3か所それぞれを
舞台に、1泊2日かけてフィールドワークや戦争体験者の講話、現在世界で抱える問題の学習を通して、戦争や平和につい
て学び考えます。様々な価値観を持った学生同士が「平和」というテーマで深く話し合い交流します。

PeaceNow! 2020とは

PeaceNow！HIROSHIMA　参加者抱負

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。
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　今回の意見回収では生協店舗のSNSのフォロワーを増やすには」
「冬に向けての生協の要望」というテーマのもと意見を回収しました。
　前者では、「フォロー企画を店舗で行う」というような企画系を行
うという声が多かったです。後者では「サリジェの出入り口に折りた
たみ式の屋根がほしい」といったような設備についての意見が多く、
この声を店舗に届け、今後に活かして欲しいと思います。

　総代企画の時間では前回やりたいことを考えてもらい、総代リー
ダーとの話し合いで、「クイズ大会」「ボードゲーム」と決まったので、
今回はその2つの具体的な内容を班で話し合いました。班内での話
し合いがとても活発でした。次回は宣伝物などを作成する予定です。

生協学生委員会　理工学部2年
　坂野史帆

　海外渡航ができない状況下でも「在学中に留学したい！」と考えている学生はきっといるはず。
ということで、留学に関する情報提供と、コロナ禍でも海外と繋がれるオンライン企画の体験会を行いました。
　本来であれば実際に留学を体験した先輩の話や、具体的な留学相談をできればよかったのですが、トライアルを
通して「オンラインdeホームステイ＆学生交流」企画に参加を決めてくれた学生も見られました。
　まずは「オンライン」で現地と交流してお互いを知り、その後「実際に会いに（見に）行ってみる」という、留
学の新しいカタチがみえた体験会でした。

たびshop店長　上遠野泰

　海外渡航ができない状況下でも「在学中に留学したい！」と考えている学生はきっといるはず。
ということで、留学に関する情報提供と、コロナ禍でも海外と繋がれるオンライン企画の体験会を行いました。
　本来であれば実際に留学を体験した先輩の話や、具体的な留学相談をできればよかったのですが、トライアルを
通して「オンラインdeホームステイ＆学生交流」企画に参加を決めてくれた学生も見られました。
　まずは「オンライン」で現地と交流してお互いを知り、その後「実際に会いに（見に）行ってみる」という、留
学の新しいカタチがみえた体験会でした。

たびshop店長　上遠野泰

①総代が組合員から集めてきた意見・要望を、正規職員・学生委員
会に直接届ける場所を設けること。

②総代・職員・学生委員会の3者の間の隔たりを無くし、総代が生
協に深く関わっている人々とより気軽に話せるようにし、総代活
動を活発化させることを目的として開催しています。

開 催 日：11月13日（金）　18：30～20：20
場　　所：大学会館2階Scorum
参加人数：42名（総代：20名・学生委員会：17名・生協職員：5名）

開催日・参加者数
10月28日（水）・3名
11月4日（水）・4名
時間：16：00～18：00

REPセッション＃4
REPセッションは 

オンライン留学＆相談会を開催しました。オンライン留学＆相談会を開催しました。

職員も交えての意見回収

生協の活動について理解を深めても
らうため、毎回職員の時間を設けて
います。今回は「学生総合共済」に
ついてでした。

留学エージェントWISHさん×弘前大学生協たびshopで開催。（写真は当日の様子、WISH担当者さんと現地の方）
プログラム・留学の現状や「オンライン留学」の紹介・オンライン体験プログラムへの参加
　　　　　・WISH担当者さんへ直接相談。
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11月の給付状況

病気入院 8件
病気手術 6件
事故入院    0 件
事故手術 0件
事故通院・固定具使用 7件
特定傷害固定具 0件
こころの早期対応 1件

　　　計 22件

たすけあいアンケートより

　　　計 22件

給付金額

1,468,000円

たすけあいアンケートより

「入学するときは
、自分は給付を受

けることはない

だろうと思ってい
ましたが、大学生

活も終わろう

としたタイミング
で共済に頼ること

になりました。

いざという時のた
めに、みんなで支

えあうことの

大切さを身をもっ
て感じることがで

きました。」

（医学部 4年　椎
間板ヘルニア　

入院 2日　手術
1回　共済金 70,

000 円）

　弘前大学生協12月のテーマ「嵐」　色々な初めての試みを弘前大学生協として取り組み、
嵐のようにすぎた年でした。本当はもっと時間をかけて取り組みたかった内容もありま
す。手探りで状況を見ながらすすめた事もあります。ですがどれも組合員の皆さんに安
全、安心して生協を利用できるように努めてきました。生協のレシートメッセージにもあ
るように、「生協で小さなHappiness見つけてね」それが私たちの願いです。（SHIMO）

編集後記編集後記

開催期間：10月5日（月）～11月14日（土）
①コロナ禍でも心身ともに健康的な生活を意識してもらう
②危機意識を持ち健康の知識を得て、事故を未然に防いでもらう
③自分の体の状態を知り、健康の知識をもとにより良い生活習慣を身に着けてもらう
以上のことを目的として弘前大学生協学生員会アカウント　Twitter・Instagramより情報配信。

　現在新型コロナウイルスの影響で対面での企画ができない状況が続いて
います。ですがコロナの影響で企画ができないと諦めるのではなく、今だ
からできることを考えて組合員のみなさんにオンラインの企画でためにな
ることや楽しんでいただける企画をこれからも考えていこうと思っていま
す。今回の企画では記事や動画などといった見ていただくだけの企画でし
たが、今後はクイズやアンケート機能を生かしたみなさんと交流できる企
画に挑戦していこうと考えています。学生委員会はTwitterやInstagram
で情報提供を行っているので、是非ご覧になってみてください。

生協学生委員会　理工学部2年　阿久津祐真

健康安全まつり　オンライン配信（学生委員会）健康安全まつり　オンライン配信（学生委員会）

内容 〈交通〉　　 自転車や自動車に関する交通クイズを筆頭に交通ルールを再認識してもらう記事を配信。
〈飲酒〉　　 飲酒に関するクイズを中心にアルコールの分解やアルコールパッチテストについて。
〈生活習慣〉生活リズムやストレスについて学べる記事や体の疲れを取る方法を紹介。
　　　　　 またアンケート機能を生かした睡眠時間のアンケートを行った。
〈食〉　　　 Twitterでは食に関する豆知識や保存方法など。Instagramでは簡単なレシピ紹介を行った。
〈運動〉　　 弘前周辺の運動できる場所や一ヶ月間ジムに通った結果を記事にまとめて配信。
　　　　　 また家でできる簡単運動を動画した。

学生委員会Twitterの画面。
動画も配信していました。

週1ペースで
情報を更新。
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