
　学生委員会は弘前大学生協理事会の下部組織となります。「理事会」で
決定した方針を具体化するとともに組合員の声をもとにした「よりよい
大学生活」のための企画を行います。この新学期企画は大学生活の第一
歩となるこの時期にこれからの大学生活をどのように過ごしていくか、
いいイメージを持って過ごしてもらえるために企画しているものです。

　初のオンライン開催ということで会初日はバタついてしまいましたが、会を重ねるにつれ発生した
トラブルに迅速に対応できるようになりました。ですが、このトラブルの中にはよく考えられていれ
ば解決できていた内容もあったため、オンライン開催の難しさと自分たちの準備不足を実感しました。
　会の開催中に参加者だけでなく参加保護者からのメッセージが届きました。こうした学生向けの新
学期企画でも保護者の方が参加できるのはオンラインならではなので実施してよかったと思いました。
　今回オンラインで開催し、参加者の反応が見えにくい、参加者の環境が整っていないとこちらから
は何もできないという所が無力感を感じました。また、参加者にはいくつか制限・お願いをしました
がそこを改善できるとより参加しやすくなると感じました。

生協学生委員会　人文社会科学部3年　花田遼暉

StartUpSeminar2021 開催日：3/22.24.26.29.31.4/4（計6回）　参加者数：計220名

開催日：3/30.4/2（計2回）　参加者数：計125名
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生協学生委員会　人文社会科学部3年　花田遼暉

開催日：3/30.4/2（計2回）　参加者数：計125名

【会の目的】
●ミールカードの使い方を知ってもらい、食堂やスコーラムを正しく利用してもらう。
●みんなDEごはんを通して、食への関心を高めて食を楽しんでもらう。
●バランスのとれた食生活を送り、大学生活を健康に過ごしてもらう。
●食を通じて大学生活を充実させるため、食事について正しい知識を身につけ規則正しい
健康な食生活を習慣づけてもらう。

●大学生の食事情を知ってもらい自分の食生活を振り返ってもらう。
●自分の健康のために食事の仕方が大事であると知ってもらう。

【開催目的】
●大学生活や将来に関する不安を減らし、大学
生活に対するモチベーションを上げてほしい。

●大学の勉強に対する不安を解消し、十分に勉
学に集中できるような環境を整えてほしい。

●やりたいことをみつけ、それぞれのイメージ
をもってもらう。

【参加者の声】
●先輩方のお話を沢山聞くことができて、大学生活のイメージが少しはっきりしました。サークルや課外活動の説明も分かりやすくて参
加して良かったです。ありがとうございました。

みんなDEごはん 2021

　食堂Horest職員の山田さん、工藤さんの挨拶から始まり、三群点数法や
三色食品群などの栄養バランスの大切さ、さらに食堂の利用方法やどのよう
に利用してほしいか等を新入生に伝えました。
　オンラインということもあり、今回は新入生同士が交流する機会はなかっ
たためか参加人数は例年に比べ少なくなりましたが、フォームに寄せられた
多くの質問に、質問コーナーで答えることが出来たので新入生の要望に合っ
た情報提供が出来ました。アンケートから見ると、説明がわかりやすかった、
大学生活が楽しみになった等の意見が寄せられ、オンラインでも会を楽しん
でもらうことが出来ました。

生協学生委員会　理工学部2年　木村暉

新入生応援企画　第1弾！
弘前大学生協 学生委員会

講演者の話をきく参加者のみなさんとGL講演者の話をきく参加者のみなさんとGL

運営の様子運営の様子

【参加者の声】
食堂やミールカード
の利用で不安なこと
が多かったので、分
かりやすい解説とと
もに知ることが出来
て良かったです。
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　春から行っていた「花壇活動」では11月に花壇の
雑草除去や土づくり、球根を植え2020年度の活動
を終えました。春にはチューリップが咲く予定です。

　2020年3月から2021年2月までの期間においての各回収の重量は、ペットボトルキャップは約90kg、割りばしは、
約16.3㎏でした。4月から7月においては、大学の講義がオンラインに変更になったことや、新型コロナウイルス感染
予防の観点などから、回収活動の実施を取りやめていました。10月以降、大学の講義が対面講義に戻った為、感染予防
対策を講じながら回収活動を再開しました。しかし、例年と比較すると割りばしの回収量が少なくなりました。これも感
染予防の観点から食堂Horestでは割りばしを回収せず廃棄にしていたことが要因の一つです。今後は、回収活動をして
いることについて、認知度向上を図らなければならないと考えました。

生協学生委員会　人文社会科学部3年　飛田尚人

　2020年度前期のリモート授業の影響や大学近くのスーパーが
閉店したことにより、学生が何に困っているのかアンケートを夏
に実施していました。結果、食材や飲料等が購入しにくくなった
と答える方が多かったため、営業時間の一番長いCerisierで一人
暮らし向けに少量の野菜をミールカードでも購入できるように販
売を始めました。
　生鮮食品なので大量に置くことはできませんが、ニーズはある
ようでほぼ完売。食生活のサポートとして、安全な食事の提供だ
けではなく自分で意識して食事を摂れるようにサポートもしてい
きたいと思います。

　2020年度前期のリモート授業の影響や大学近くのスーパーが
閉店したことにより、学生が何に困っているのかアンケートを夏
に実施していました。結果、食材や飲料等が購入しにくくなった
と答える方が多かったため、営業時間の一番長いCerisierで一人
暮らし向けに少量の野菜をミールカードでも購入できるように販
売を始めました。
　生鮮食品なので大量に置くことはできませんが、ニーズはある
ようでほぼ完売。食生活のサポートとして、安全な食事の提供だ
けではなく自分で意識して食事を摂れるようにサポートもしてい
きたいと思います。

環境活動（学生委員会）

春から行っていた「花壇活動」では11月に花壇の

環環環環環環環環環環環環環環環境活動活動活動環境活動活動動環境活動動動境活動動動環境活動環境環境環境活動環境活動（（（（（（（（（学学学学学学学学学学生委員会学生委員会委員会学生委員会会会会学生委員会学生学生 ）））））））））環境活動（学生委員会）

　ペットボトルキャップは「株式会社　青南商事」、割りばしは「王子製紙（株）苫小牧工場」へ送りそれぞれリサイクルさ
れ再商品化されています。

生鮮食品販売の取組について生鮮食品販売の取組について

日持ちしやすい根菜を中心に販売。
おでんやポトフなどの料理を紹介
POPも置き、ハムやウインナー、
生たまご、カレールー等の販売も
拡大したところ好評でした。

生協に期待することは「生鮮食品販売」次いで「営業時間の延長」

土づくり、石灰を捲いている様子。
サリジェ近く、市道からの入口の花壇です。
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　「生協弁当容器回収」について呼び
かけを強化するため、組合員から弁当
容器回収呼びかけキャラクターを募
集、組合員、理事会による投票により
教育学部4年　浅瀬石明里さん考案の
「デポジットン」に決定しました。今
後は定期的（年4回程度）に回収強化
期間を設け、回収呼びかけをしていき
ます。

「デポジットン」作者の浅瀬石さん
（右）ゆるキャラに決まった「デポジットン」
「デポジットン」作者の浅瀬石さん
（右）ゆるキャラに決まった「デポジットン」

4/22（木）～28（水）は春のデポジットンまつり！弁当容器回収強化期間です。

●容器を回収することで…　→ ゴミの減量効果につながる！
●YOKOTA工場では…　→ 福祉施設の参加。障がい者雇用の促進につながる！

　生協の弁当容器はリサイクルできる容器で、デポジットシステム（容
器料金を購入時、一旦お預かりする制度）を導入しています。お預か
り料金は、弁当容器1個につき10円です。
　購入時に表示の弁当価格に加えてお預かりします。
　ご返金は食後の容器をフィルムをはがして生協のお店にお持ち下さ
い。お預かりした10円をお返しいたします。

　皆さんが食べ終わった弁当容器を生協店舗に返却する（回収）することで「ゴミの減量化」は
もちろん、「雇用」が生まれ地域への貢献ができます。「ゴミ」として捨てるのではなく、「資源」
として一緒に活用しましょう！

※YOKOTA工場では、「新庄方式」と呼ばれるリサイクルシステムを導入しており、障がい者の方が
トレーの回収や分別作業を行ったり、ペレット化工程を担っています。

募集期間：1月27日～2月9日　応募総数：26件
投票期間：2月16日～2月20日

弁当容器回収呼びかけ　キャラクター決定！

生協オリジナル弁当容器はリサイクルできます。生協オリジナル弁当容器はリサイクルできます。

回収された容器はリサイクル工場へ！高温で溶かして再生ペレットに戻します。再生ペレットをシート状に加工。用途別に型でプレスし再生「リ・リパック（弁当容器）」の完成！

- 3 -



新入生サポートセンター　報告新入生新入生新入生新入生新入生サポートセンターサポ トセンタサポートセンターサポートセンターサポ トセンタ 報告報告報告報告報告新入生サポートセンター　報告

学
生
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合
共
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か
ら
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3月の給付状況 たすけあいアンケートより

給付金額

3,097,335円

たすけあいアンケートより

「いつ、どんな病
気になるかわから

ないと思いました
。

しかし、必ず誰か
が支えてくれるし

、協力してくれる

はずです。これか
らは自分もささえ

られると良いと

思います。ありが
とうございました

。」

（理工学部 4年　
自然気胸

入院 15 日　手術
1回　共済金 200

,000 円）

　入学式、正門前で写真を撮る親子に会いました。「撮りましょうか」とお声がけし
て撮らせていただいたところ、皆さんとてもいい表情をしてくれました。コロナウイ
ルス感染拡大の影響で式が中止や延期になっていますが、やはり節目としてこうした
行事は必要だと思います。新入生が卒業で、また写真を撮るときに「大学生活楽しかっ
た！」と充実した気持ちでいっぱいになるように私たち生協も精一杯サポートさせて
いただきたいと改めて思った日でした。（SHIMO）

編集後記編集後記

来場数 1201名！来場数 1201名！

　今年度より弘前大学ではBYOD（Bring Your Own Device）を
推奨されることに合わせて、基準を満たす4機種（Officeなしモデ
ル含む）を提案しました。価格帯も10万円以下から、保証もご希
望に応じてつけられるお求めやすいものをご用意しました。サポー
トセンターでの購入は742台（4/4時点）で約81％の方が先輩学
生の学び方を聞いて、ペン入力ができ用途も幅広く使えるものが選
ばれていました。

病気入院 10件
病気手術 8件
事故入院    2 件
事故手術 2件
事故通院・固定具使用 10件
特定傷害固定具 3件
こころの早期対応 4件
父母扶養者死亡 2件
借家人賠償 10件
盗難自転車 1件
　　　計 52件

　弘前大学生協は「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」について弘前大学と業務委託契約
をしています。新入生サポートセンターでの・住まい探し・学生食堂・教科書、教材販売・新生活の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。

　また、今年は生協・共済へのWEB加入ができることになり、各サー
ビスへのお申込も合わせてWEBからのお申込が増えました。

※4/2までの来場数。サポートセンターは4/9まで営業

＊借家人賠償、盗難自転車は2018年
までに学生総合共済に加入した方の
保障となります。

寮の発表が3/16
だった

ため、住まい探し
のピー

クが3月に大きく
二つに

分かれました。

- 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 /LeaveColorUnchanged
  /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


