
　今回は第2回ということで、進路の決まった4年生の方をお招きし
て、大学時代にした「アルバイト」「ボランティア」「部活サークル」「イ
ンターンシップ」「海外体験」等をテーマに、経験談をインタビュー形
式で聞いていきました。参加者からその場で質問を受け付け、2年生・
保護者の皆さんの疑問や不安にお応えしました。学年を越えた、学生同
士の新たな繋がりの機会を作ることができたのかなと感じています。
　この後、第3回～第6回までありますので、ぜひ多くの2年生の方
に様々なチャレンジや、将来を考えるきっかけの機会として活用しても
らいたいです。

SHAREA職員　学び担当　柿本加奈子

　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。右の二次
元バーコードを読み込んでいただくと該当ページが表示されます。
　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。

　全国大学生活協同組合連合会では大学生の「今」を知り、社会に知らせる
ためのアンケ―トを行い、大学生に授業形態や生活の制限などが変わる中で、
いま充実していると感じることや困っていることを回答いただきました。

開催目的・ねらい開催目的・ねらい

　大学1年生の間は大学生活についていくので精一杯、3年生からは就活が始まる…
　「大学生活をもっとも充実させられる2年生の時期をどう過ごしたら良いか？」「何かヒントにできることはないか」という
思いで、2年生の過ごし方に＋１（プラスワン）できる機会として始まりました。2年生と、その保護者様を対象としています。
　「仲間づくり」「先輩とのつながり」「大学生活のこと」「将来のこと」をキーワードに、参加者のアンケートの声も反映して、
年６回の開催を予定しています。

開催日：9月7日（水）　10：30～12：00　オンライン開催　参加者数：10名

調査方法：WEB調査
対　　象：全国の大学生
実施期間：7月4日（月）～24日（日）
回 答 数：5225名

2年生・保護者向けプログラム「大学生活Plus＋One Navi」＃2を開催しました。

全国大学生協連　届けよう！コロナ禍の大学生活アンケート全国大学生協連　届けよう！コロナ禍の大学生活アンケート
（2022年7月実施）（2022年7月実施）

　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。右の二次
元バーコードを読み込んでいただくと該当ページが表示されます。

ためのアンケ―トを行い、大学生に授業形態や生活の制限などが変わる中で、
いま充実していると感じることや困っていることを回答いただきました。

実施期間：7月4日（月） 24日（日）
回 答 数：5225名

【寄せられた大学生の声（抜粋）】
●コロナ感染がかなり落ち着いてきましたが、良くなった、充実してきたと感じていること
● 対面授業が多くなったと感じます。教授の顔も直に見れて、大学で授業を受けているという実感が湧きます。それと同時に、つ
いでに図書館へ行く、ついでに大学にある店に行く、というような余暇を楽しむようになれたという事も充実感があり良いと思
います。
●逆に、まだ良くならない、新たに困ったと感じていること
● お酒の席や食事会は開きにくく、新入生や友達と仲が深まりにくいこと。
他、アルバイトや就活、サークル・部活動について等や大学教員 4 人にいただいたコメントが掲載されています。
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に様々なチャレン や、将来を考えるき かけの機会として活用しても
らいたいです。

SHAREA職員 学び担当 柿本加奈子

【参加者感想】
●焦っていた気持ちが少し楽になった。アンテナを張って、いろんなものに参
加したいと思うことができた。
●質問に丁寧に答えてくださってありがとうございました。開催時間が90分
で参加しやすく、ためになる情報を聞くことができました。

次回＃３は11/19「弘大生のハタラキカタ～OBOG大集合SP～」オンライン開催予定！

進路の決
まってい
る4年生
3名と生
協職員
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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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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。

2022年度 第4回理事会報告2022年度 第4回理事会報告
9月29日開催

次回は10月27日（木）予定

第1号議案　弘大生協第9次中期計画（2023～2027年度）策定

協議事項

　コロナ禍後5年間の中期計画づくりの提案があり、協議を開始しました。
　「学内での学生の居場所（勉強や食事、過ごす場所、人とつながれる場所）
が必要」「自立やチャレンジのためのきっかけとなる取組が必要」などの意見
がありました。
　この議案は、引き続き検討を続け、総代会にて議決することを確認しました。

第2号議案　大学生協事業連合2022年度特別共同事業運営費設定

　詳細を次回提案し、議決することを確認しました。

議決事項

第3号議案　育児・介護休業等に関する規定の改定

第4号議案　時給改定

第5号議案　新築物件設備（ガス配管設備）設置費用

　第3～5号議案は、全会一致で可決承認されました。

　9月12日～15日にこれまでのショーケースを外し、コールドショーケース２台とホットショーケース２台を
新規導入しました。
　これまでサラダなどは商品を取るときにショーケースのドアを開け閉めしなければなりませんでしたが、エア
カーテン型のコールドケースにより混雑時でもスムーズに取ることができるようになります。
　また、ホット商品についてもこれまで注文を受けてから盛り付けをしていましたが、ショーケースから温かい
まますぐに取ることができるようになりました。
　組合員の皆様からは「明るくてキレイ！」との声をいただいており、さらにお昼の混雑解消にも役立つと考え
ております。

食堂Horest副店長　小川貴弘

（左）以前のカウンター　（真ん中・右）新規導入したショーケース。商品を選びやすく取りやすくなりました。

Horestショーケース改修工事を行いました。Horestショ ケ ス改修工事Horestショーケース改修工事Horestショーケース改修工事ををを行いました行いました行いました。Horestショーケース改修工事を行いました。

【退職】 浅賀　陸　9月30日付で退職
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　当初は、1月から春休み前までの実験展開を予定しておりま
したが、メディア授業期間と重なり滞在されている方が少な
かったことから、本来のニーズや利用状況をより掴むために4
月からの延長で実験をさせていただきました。
　カップ麺やお菓子、飲料や雑誌などの品揃えを増やしたので
すが、スペースも限られていることから提供できる品揃えにも
限りがあり、なかなかニーズに応えることができませんでし
た。比較的お菓子類は、昼食後のついで買いをされる方がいま
した。

　毎年ご好評のりんごです。数に限りがありますのでお早めにお申込みください。
　弘前大学生協では、藤崎農場で生産されたりんごを平成15年（2003年）より販売し
ています。

　長期間に渡り、実験にご協力くださいました大学の皆様にはあらためて御礼を申し上げます。
　実験を経て、恒久的な店舗づくりを目指して取組をしておりましたが、場所の確保が難しく利用も拡大するこ
とができなかったため、今回の実験期間を以って一度サテライトショップ計画は終了いたします。

食堂Horest副店長　山田彰吾

りんご全国発送・藤崎農場りんご受付中！りんご全国発送・藤崎農場りんご受付中！

理工学部2号館サテライトショップ理工学部2号館サテライトショップ

●弘前大学生協ホームページ（クレジット払いのみ）
●弘前大学生協 SHAREA店／医学部FERIO店
　店頭では「現金」「Pico」「クレジットカード」「口座引落」よりお選びいただけます。

お申込み方法

営業期間：1月17日（月）～8月3日（水）
　　　　　平日11：30～12：30
場　　所：理工学部2号館1F（フーコーの振り子前）
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編集後記編集後記

たすけあいアンケートよりたすけあいアンケートより

「医療費などの不
安を減らし、手術

に臨むことが

できました。感謝
します。」

(腋臭症　緊張し
たときなど、汗の

量が多く

においも気になっ
た。　入院 5日　

手術 1回

共済金 100,000 円
)

8月の給付状況

給付金額

5,324,000円

病気入院 4件

病気手術 3件

事故入院 48件

事故通院 11件

こころの早期対応 3件

　　　計 69件

＊G１２００コース加入者の給付件数を
掲載しています。

　10月3日（月）から7日（金）12：10～12：30の期間、学生委員会と大学
生活アドバイザーが夏休み中病院にかかっていれば給付申請できることを呼び
かける「おかえりなさいキャンペーン」を行いました。
　弘大生の約90％が加入している学生総合共済なので、「まずは病院へ行くこ
と」「学生総合共済について」「申請・相談窓口」困ったときに加入者が相談で
きる「学生生活無料健康相談テレホン」についてもお知らせしています。
　弘前大学生協10月のテーマは「共済強化月間」！
　健康で安心な大学生活を送れるように、自分のからだを知ること、予防する
こと、しっかり食べて体を休ませることなどをいつも以上に伝えていきます。

　後期がはじまりキャンパス内に学生が戻ってきました。今年は3年ぶりに行動制限のな
い夏休みとなりましたが、大学生の夏休みを満喫できた学生はどれくらいいるでしょうか。
　今は規制緩和されていますが、もしかしたらまた行動制限がかかるかもしれない。そう
思うと、いつでもすぐに行動できるように想定して準備をしておくことが、今まで以上に
大事なのかと思いました。
　写真はおめでたい日に雨が降りそうだったのでてるてる坊主。意外とこれ効くんです。

（SHIMO）

開催日：10月3日（月）～7日（金）　場所：食堂Horest内

　大学生協では、学生総合共済が学生にとってより良いものになるように、加入・給付・報告・予防に関する活動を「共済活動の
4本柱」と位置付け、取り組んでいます。今回の活動は給付：給付事例を分析して組合員の実態を知る活動にあたり、共済金の請
求忘れがないか、広く呼びかけています。 さらに、給付事例や受給者の声を分析し、学生がどのようなときに困って、共済がどの
ように役に立ったのかなどを学び、制度改善に反映させています。　※個人情報は守られています。

共済活動の4本柱～加入・給付・報告・予防の4つの取り組みが学生生活を支える～

おかえりなさいキャンペーンおかえりなさいキャンペーン
（学生総合共済）（学（学生学生生総合総合合共済共済）済）（学生総合共済）

新型コロナウイルス感染症に伴う「みなし入院」による入院共済金の取り扱いが変更になります。
2022年9月26日（月）以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方について、みなし入院（自宅療養・宿泊療養）に関して共済金の支払い対象が変わります。
詳しくは学生総合共済のホームページ（新型コロナウイルス感染症ページ）をご参照ください。
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