
意見・要望 回答店 回答

学部生 理工

なぜ、メインの議案書ではなく補足資料の表紙
がカラーなのか。
（カラーの方がメインだと、ぱっと見てわかる
と思ったから）
議案書の字をできれば、もう少し大きくしてほ
しい。

本部

「補足資料」は写真等で活動の様子を分かりや
すくするためカラーにしています。
「議案書」はどうしても数表と文字が多くなる
ためモノクロとしていました。文字サイズは来
期の議案書に反映します。

学部生 人文
Picoチャージの機械がしょっちゅう場所が変わ
る為、わかりやすいところにしっかり固定して
ほしい。

Horest

Cerisier

【Horest】正面入口を入り、右側お手洗い脇に
ほぼ固定して設置しておりました。ご不便をお
かけしておりましたでしょうか。もし、使いや
すい場所がございましたらお知らせ願います。
【Cerisier】サリジェのことでしょうか･･･
チャージ機2台のうち1台は利用状況を踏まえ
て、配置を変更しております。混雑時の流れを
考慮しての変更である事をご理解ください。1

台は入口入ってすぐ右で固定しております。

学部生 理工

学食（Horest）内の自動販売機でコーヒーを購
入した後、氷の捨てる場所がわからなかった。
自動販売機で電子マネーが使用可能とあった
が、使い方が分からなかった。
使い方を自動販売機に貼り付けるのはどうか。

本部

ご利用ありがとうございます。氷であれば食堂
下膳コーナーの残渣（食べ残しや麺のスープ
等）入れにお願いします。
使用方法、最初は少し戸惑うかと思いますが、
商品を選んでカードをかざせばOKです。一部
自販機には使用方法の掲示もございます。

学部生 人文
学食の無料給水機をまた使えるようにできるの
か。

Horest

コロナの収束が見通せないなか、使用再開は難
しいです。現在は感染リスクを可能な限り低減
することを優先していますが、今後の状況に応
じて検討や大学との協議を致します。

学部生 医

議案書30頁より、第8.5次中期計画の重点課題
（1）中に『テイクアウトメニューを見直し、
「食べる環境」を増やす』とある。テイクアウ
トに関連して、Horestに導入されている副菜の
パック化は、感染防止対策であると同時に、テ
イクアウト商品としても活かせるのではない
か、と考える。

Horest

ご助言ありがとうございます。一方、包材コス
トがかかること、保温性能や付随した衛生問題
等もあります。どのように活用していくべき
か、引き続き検討致します。

学部生 医
学部棟だけでなく、CerisierやHorestなどにも
デポジット回収ボックスを設置した方が良い。

本部

ご意見ありがとうございます。
サリジェには入口に回収ボックスを設置してい
ます。Horestについては設置できるように検討
します。



学部生 医
学食のメニューを増やしてほしい。
医学部の方のキャンパスの生協店舗の活性化

Horest

医学部

例年よりもメニューのラインや丼サイズを増や
して提供しております。特にどのメニューや
コーナーでお感じになられるか、教えて下さる
ようお願いします。
医学部店舗、みなさんに毎日利用してもらい、
みなさんの憩いの場となるよう頑張っていきま
す！

学部生 理工
食堂について、使い終わったデーブルは各自で
消毒をするようにすると、感染のリスクが減ら
せると思った。

Horest

ご助言ありがとうございます。厚生労働省のガ
イドラインを満たしているアルコール濃度の消
毒液を使用して日常の清掃を行なっております
で、一定安心してご利用いただける環境を整え
ております。一方で、利用者の方に副次的にお
願いすることも全体の感染リスク低減を考慮し
た際に、一定有効であると考えられるため、各
机上への消毒シートの設置を行い任意でのご協
力が可能かどうか、どのようなツールが良いか
は部内で検討して参ります。

学部生 理工
サリジェやシェリアの営業時間があまり浸透し
ておらず、土日に来てがっかりすることがあ
る。（友人も）

サリジェ
SHAREA

【Cerisier】Twitter等のSNSでご確認くださ
い。どうしても大学やコロナウイルスの状況に
合わせた対応が必要となり、今後も急な変更が
あり得ます。ご了承ください。
【SHAREA】がっかりさせてしまい申し訳あり
ません。もっとわかりやすく案内するようにし
ます。土曜日の営業時間は、講義期間は11：
00-14：00で営業していますが、オンライン期
間などは1日のお客様が10人くらいの時もあっ
たため、現在はオンライン期間は閉店していま
す。日曜日はお休みです。

学部生 医

cloverにも自炊を助ける商品を置いて欲しい。
サリジェには野菜やキャベツのサラダなど充実
していると聞き、クローバーにも短期導入して
もらいたい。導入後、売れ行き次第では継続し
て置いてほしいと思う。

医学部
サリジェの品揃えを参考にしながら、「自炊を
助ける商品」を前期中に実験導入します。

学部生 医
Horestの座席スペースの利用開始時間を早めて
欲しい。

Horest

Horestは8時から店内清掃と消毒作業を行うた
めご利用いただけません。そのためScorumを8

時から営業しておりますのでそちらをご利用く
ださい。



学部生 教育

食堂に関してですが、毎回12時15分からオー
ダー可能のメニューが同じだと、3コマ目に授
業がある方は特に、食べたくても時間を気にし
て食べられない、という状況に繋がりうると思
います。そこで、例えば12時15分からオーダー
可能だったメニューを次の日は通常時間から販
売する、といったようにしてみるのではいかか
でしょうか。

Horest

ご意見ありがとうございます。おそらく可能か
と思いますので、内部で調整し出食します。3

日サイクルを2日サイクルで提供することで、
メニューの変化をお楽しみいただけるように
2021年度は変えております。

学部生 農生

新型コロナウイルスの影響を受けながら、昨年
度はそれに負けじと、より一層生協組合員同士
の結びつきを増やし、活気ある活動を行えてい
たということが分かった。是非、今年度も活気
ある活動を行い、より良い取り組みが出来たら
嬉しいと思った。
予算案については、特に意見・質問等はありま
せん。
学生生協という組織は組合員の生活のことだけ
ではなく、環境活動や他の様々な社会活動とも
に深い関わりを持っているので、それらをより
良くし、過ごしやすい場を作り出す一員として
参加しているのだ、ということを忘れずに、今
年度も引き続き励んでいきたい。

本部

総代会・議案を通してそのように感じていただ
き嬉しいです。
コロナ禍ではありますが、組合員同士のつなが
りを大切にしながら、今できることに取り組ん
で参ります。

学部生 医
「デポジット」の理解が浸透しなかったのは何
故ですか？（Ｐ．2参照）

本部

そうですね。デポジット制のリサイクル容器で
あることを、積極的に宣伝出来ていなかったこ
とが一番大きいと思います。
今年度は　デポジットン　も生まれたので、回
収率アップに向けて取り組みを強めます。
「春のデポジットンまつり」「七夕にデポジッ
トンがやってきた！」等でキャンペーン実施し
ます。

学部生 農生

比較貸借対照表を見ると、「商品」の額が大き
く違うのですが、これは何故ですか。比較損益
計算書における物流費の差と関係があるので
しょうか。

本部

生協の年度は　2月決算でちょうど新学期の途
中になることから新学期パソコン等の入荷時期
によって、大きく増減します。
また、大学の年度末に向けた校費利用等の関係
から在庫の増減があります。2020年度末は両方
の在庫が増加したことが影響しており物流費と
は直接の関係はありません。

学部生 人文

議案書と補足資料を読んで、昨年はコロナの影
響で様々な変化への適応が必要となり、大学側
も生協側も迅速に対応を努めていただいていた
ことを改めて実感しました。深く感謝申し上げ
ます。
そして、今年度は私も何か大学と生協にお力添
えできるように努力したい、と考えています。
今年度も、よろしくお願い致します。

本部

ありがとうございます。収束の兆しが見えませ
んが、学生の皆さんをはじめとする組合員の皆
さんに必要とされる生協であり続けられるよ
う、今後も努めます。

学部生 教育

割りばしやペットボトルのキャップ、デポジッ
ト容器を回収しているのは、これからの時代で
も重視される内容ですごく良い取り組みだと思
うが、学生の普段の様子を見ると、それらをふ
つうの燃えるごみに捨てている人が多く見受け
られる。また、それらの回収Box（特に割りば
しとペットボトルキャップ）が見えにくい位置
にあったりして、気づいていない人もいるので
はないか、と思った。

本部

ご意見　ありがとうございます。まだまだ、浸
透しませんが継続して取り組むことが大切だと
思っています。個々の組合員が生活の中で気づ
くことの積み重ねが社会を変えることに繋がる
のだと思います。
回収ボックス　設置場所　継続して工夫しま
す。引きつづきご協力をお願いします。



学部生 農生

文京キャンパスの学食で、入り口に体温を計測
するモニターが設置されれいるが、なかなか反
応せず、そこで列詰まってしまうことが今まで
何度かあったので、入り口から２列ほどつく
り、その混雑緩和が行えたらどうだろう、と
思った。

Horest

検温モニターの列に関してですが、確かに皆さ
ん立ち止まってしっかり検温されておりますの
で感染予防に対する意識がしっかりされている
と感心しております。そのモニターですが、立
ち止まらなくてもゆっくりお顔を向けて通過す
るだけでも体温は表示されますので、その声掛
けを始めたところでした。引き続き予防対策
と、混雑対策を進めて参ります。

学部生 農生

100円昼食、夕食にとても助けられている。弘
前大学は地元の方が協力してくれるため生協会
員にとっても環境（経済的に助けられている）
に恵まれているし、協力してくれる方々にとっ
てもお店を知ってもらうきっかけとなり、相互
に良い試みだと感じた。
そのほかのこと、学内アルバイトの応募など、
コロナウイルスによる経済的な不自由さを改善
する策が多くとられており、とても良いなと感
じた。

Horest

100円夕食をご利用いただき誠にありがとうご
ざいます。コロナの影響による休講などが無け
れば、今のところ前期の講義期間中はずっと行
いますので引き続きご利用ください。

学部生 農生

割りばし回収容器について、総合教育棟のリフ
レッシュスペースや人文社会科学部の学生サロ
ンでのプレゼンスが足りないと思うので、他の
ゴミ箱と同様に目立たせたら良いと思います。

本部

ご意見ありがとうございます。
容器が小さく目立たないので、今後はもう少し
目立つ大きめの容器に変更します。今しばらく
お待ちください。

学部生 医
なぜ医学部がある本町キャンパスの営業時間
は、文京キャンパスより短いのですか？

Pomme

【医学部】営業時間はその時間帯の来店人数や
ご利用点数などを総合的に検討して判断してき
ました。どうしても夕方～夜にかけてはキャン
パスの滞在人数も減少するため、現在のような
営業時間になっていました。

学部生 医
5/11のように急に休講になった場合のHorestな
どの営業の有無はキャンパススクエアで見るこ
とはできますか？

Horest

キャンパススクエアに関してですが、現段階で
は大学の講義などに関する情報を発信するツー
ルとなっておりますので、申し訳ございません
が、生協のHPやTwitterで情報収集をお願いい
たします。

学部生 医

Scorumのチョコッパを食べたいのですが、３
コマ目以降全て講義が入っているため、食べら
れることできません。11:00~提供することはで
きませんか？

Scorum

【Scorum】チョコッパなどのデザートの提供
ですが、盛り付けに相当時間がかかるため昼
ピーク中の混雑時に提供すると昼ピーク中に昼
食を食べることができないぐらいお待たせして
しまいますので、12:30～提供とさせていただ
いておりました。ただピークが早く終わる曜日
もありますので、試験的に少し早い時間からの
提供も検討したいと思います。

学部生 農生 Cerisierの品揃えが良いと思った。 Cerisier
【Cerisier】ありがとうございます。引きつづ
きご利用をお願いいたします。



学部生 農生
Horestの学食について、揚げ物が多いように思
う。

Horest

【Horest】揚げ物が多くなっていることに関し
て申し訳ございません。食堂のように大量調理
する関係で、どうしても揚げ物が多くなってし
まうことがございます。実際に揚げ物がよく売
れているという実績はございますが、そればか
りではなく野菜系のメニューも充実させつつバ
ランスの良い食事ができるようにして参りま
す。

学部生 農生
Picoチャージができる機械をサリジェにもう１
台増やしていただけると助かります。
ご検討よろしくお願いいたします。

Cerisier

ご意見　ありがとうございます。
チャージ機増設のご要望ですが、実はチャージ
機１台50万円ほどするため、なかなか増設の判
断ができません。
今しばらく様子を見させてください。

学部生 医
セルフレジ自体は効果的であると考えている
が、数をこれ以上増やす必要はない。

本部

ご意見ありがとうございます。
店舗と利用者の状況、新型コロナウイルス感染
拡大防止等の観点から増設が必要と判断した場
合はご理解をお願いいたします。

学部生 人文

生協の活動がSDGsと連動していることを知ら
なかったので、もっとそのことを押し出して組
合員の皆様に協力してもらえると良いのではな
いか、と思いました。

本部

SDGsの主旨と生協の活動理念は多くの部分で
重なっています。
ご意見いただいたように、組合員の皆さんと一
緒に取り組んでいけるようにすすめていきま
す。

学部生 人文
議案書、補足資料などに目を通させていただき
ましたが、第1～6号議案まで全てに賛成し、特
に意見・質問はありません。

本部
ご理解、ご支持いただきありがとうございま
す。

学部生 医

議案書に関しては特にないです。
しかし、補足資料の量が多くて読みきるのが難
しいです。
特に力入れている活動にピックアップして資料
作りをして、読みやすさを重視してほしいと思
いました。

本部
来期の補足資料作成の参考にさせていただきま
す。

学部生 教育

SDGsの食について簡単に作れるメニューをま
とめた冊子をサリジェに置けば、食生活を考え
るきっかけになる上、サリジェの野菜などで売
れるのではと思った。

本部

サリジェでは　販売している野菜等をつかった
簡単にできるメニューの紹介をしています。
自前で冊子を作るのは難しいので、市販のメ
ニュー本を探してみます。

学部生 理工
・割り箸回収、弁当容器回収を総合教育棟のど
こで行っているかを広く周知してほしいです。
（本部・学生委員会

本部

【本部】
・割箸回収・弁当容器回収については、回収場
所の宣伝だけでなく全体の情報発信を強化して
取り組みそのものを強めます。

学部生 理工

・直接議案書とは関係ありませんが、Horest・
Pomme・Scorumなどで使い捨て容器・割り箸
への切り替えによってどの程度費用が増えたの
ですか。（Horest

Horest

【Horest】Horestの割箸だけで年間100万円、
スプーンやフォーク、惣菜のプラカップを合わ
せると数百万円の経費増加となっております。

学部生 理工

・昨年以上に大学生活に不安を感じる新入生が
多いので、総代や学委を含めて生協一丸となっ
て新入生が充実したキャンパスライフを送れる
ようにするための活動を、対面・オンラインを
両方活用しながら引き続き実施してほしいで
す。（本部

本部

【本部】21年度新学期は昨年実施出来なかった
新入生交流企画やセミナーをオンラインでした
が開催することが出来ました。　今後は感染状
況や見ながら、対面での企画実施を具体化して
いきます。



学部生 理工

・生協職員の生活を守るために賃金を維持され
ているのは大いに評価できると思います。（本
部
・今年もコロナウイルス感染症による一時閉店
などで赤字が発生した場合、大学生協事業連合
からの経営支援金などでまかなうという方針な
のですか。（本部

本部

【本部】ありがとうございます。組合員にむけ
た事業がしっかりと出来るためには、職員が事
業を支えていることが大切と考えて決定してま
す。
・経営支援金は20年度のみで、21年度は予定さ
れていません。21年度は助成金や支援金無しで
黒字決算を目指しています。

学部生 医
一年生の間では、デポジット容器の回収が浸透
しており、今後回収率が改善するのではないか
と感じました。

本部
ありがとうございます。引きつづき容器の回収
が促進されるように取り組んでいきます。

学部生 理工

弘大生のために様々な活動がとても盛んに行わ
れており、すごいと思った。
自分も弘大生がよりよく生活できるように貢献
したいと思った。

本部
ありがとうございます。
まずは何かの企画にご参加されるところからは
じめてみませんか。

学部生 人文

学生総合共済の給付申請や相談についてです
が、どの程度から対応可能なのか分かりづらい
かなって思いました。給付事例を載せたボード
はSHAREA前とClover店内以外の目につきやす
い場所（サリジェ？とか）にも設置して見たら
どうかなって思いました。

本部

【本部】給付ボードの設置場所：複数の場所に
設置するには　ちょっと大きいので、Twitter等
で給付事例を小まめに発信して参考にして頂け
るようにします。

学部生 農生
ScorumがHorestとは違った感じの学食という
雰囲気になったのは良いと思った。

Horest ありがとうございます。

学部生 農生
要望になるのだが、Cerisierの弁当に白ご飯の
みも取り扱って欲しい。

Cerisier
白ご飯弁当　実験的に販売します。6月後半以
降を予定します。ぜひご利用ください。

学部生 医

100円〇食などのサービスは行列がすごく、三
密が少し心配である。
換気などの工夫を行えば、学生たちが積極的に
3食を食べるようになると考えられるため、継
続して欲しい。

Horest

列が長くなってしまい申し訳ございません。並
んでいる皆様マスクをし且つ、入口での検温や
手指消毒を徹底しておりますし、多少は距離を
とりつつ少しでも密集を避けるため1列で並ん
でいただいておりますので、見かけの列が長く
なっております。また換気は常時窓を開け扇風
機で食堂内の空気を循環させておりますので安
心してご利用ください。

学部生 教育

・様々なサービス、商品の品揃え、大変助かっ
ています。
・最近、昼休み時の食堂前の人混みが気になり
ます。食堂の利用者だけでなく、理工学部、農
学生命科学部の棟へ行く場合にも、その人混み
を横切る必要があるため、食堂利用者の列を通
路の邪魔にならない方へ誘導する手立てを講じ
ていただきたいです。

Horest

いつも食堂をご利用いただいて誠にありがとう
ございます。現状人文学部棟の方まで伸びてお
りましたので、大学会館に沿って図書館側に並
んでいただくように誘導いたします。よろしく
お願いいたします。

学部生 人文

・デポジット容器回収Boxを増やして欲しいで
す。
⇒学部の友達とサリジェの弁当を食べていた時
に「近くに回収Boxがあるなら入れるけど、な
いなら捨てる」という声がありました。ごみ箱
のある所全てに回収Boxがあれば、とても便利
になると思いますが、そういはいかなくとも食
堂や学部棟にいくつか回収Boxを増設していた
だけますと、気兼ねなくお弁当を食べられて嬉
しいです。

本部

【本部】デポジット回収容器：継続的に回収す
るための体制（人手）が作れないことから、学
内の回収ボックスを増やすことは難しい状況で
す。
生協全店(SumicaでもOK）で受取しております
ので、ぜひご持参ください。そうすれば　容器
代10円　もお返しできますので。



学部生 人文

・Horestの時間帯によって、変わるメニューを
日替わりにして欲しいです。
⇒今年度新しく、「12:15~」というメニューが
あると思うのですが、私がどうしても12:15~後
に食堂に行けない日に私の好きなメニューが出
食されていて悲しくなったことがあります。
コロナ対策など様々な理由があるとは思います
が、例えば3日間同じメニューを12:15~にする
のではなく、交互にするなど、少し考えていた
だけると大変嬉しく思います。

Horest

【Horest】ご意見をいただきまして5月下旬か
らメニューの編成をそのように変更したいと思
います。ただ食材の関係でどうしてもうまくい
かない場合がありますので、その場合はご容赦
ください。

学部生 人文

仕方のないことかもしれませんが、昼食時の食
堂やサリジェなどの混み合い方が、コロナ発生
している現在の状況から鑑みて、危険だと感じ
ます。店員の方々が入店制限や声掛けをしてく
ださっているのは本当に感謝しています。少し
足りないのかな、感じてしまいます。

Horest

ご意見ありがとうございます。食堂は対策とし
て食事時間をなるべく15分程度で召し上がって
いただき、食事終了後は速やかに退店していた
だくようにお声がけしております。引き続き感
染予防対策を徹底して食堂営業をして参ります
のでよろしくお願いいたします。

学部生 農生

弁当を買って、食堂で食べようと思ったら「終
日出口専用？」と書かれた紙が貼られていて、
入りにくかったです。その日は空いている教室
かどこかで食べようと総合教育棟を歩き回った
のですが、結局空いている教室も場所もなく、
昼食が食べられませんでした。弁当を買った人
も食べることができるスペースも欲しいです。
（私が知らないだけで、存在していたなら、す
みません。）

Horest

11:00～12:30のピーク時間は食堂で購入された
もの優先的に召し上がっていただく時間とさせ
ていただいているのは、あくまでも混雑を避け
るための対策ということは御理解ください。そ
のうえで弁当を食べる場所は大学から許可をい
ただいて講義室を利用することを推奨しており
ます。3コマの講義室や外のベンチなどを利用
していただければと思います。それ以外の時間
帯は食堂内で弁当を食べても大丈夫ですので、
よろしくお願いいたします。

学部生 理工
鮭丼のサイズが選べたら良いなと感じた（例：
小、中、大のように）

Horest

鮭丼のサイズに関して、よくご要望をいただく
のですが食材の関係で具の盛り付け量が変えら
れないため、中サイズのみの提供とさせていた
だいておりました。大変申し訳ございませんが
何卒宜しくお願い致します。

学部生 人文
デポジット容器の回収、レジ以外で10円返って
くるようにはできないか。

本部
弁当容器代の管理上の問題から、生協店舗での
対応とさせていただいています。ご了承くださ
い。

学部生 医
食堂の12：30～食べれるようになるメニューな
どの○○時から提供システムをなくしてほしいで
す。

Horest

12:30からメニューを増やしているのは、昼
ピークをに集中する客数を分散させるための対
策として行っております点をご理解ください。
その上で、3コマがあって食べられないなどの
意見もございますので、時差で出てくるメ
ニューを5月下旬から変えていくように編成し
て別の日は最初から食べられるというようにし
て参ります。よろしくお願いいたします。



学部生 教育
食堂が混雑しすぎていて、感染対策とは程遠い
と感じる。

Horest

混雑を感じさせてしまい大変申し訳ございませ
ん。スタッフ一同なるべくスピード出食をして
早く列を流すように尽力して参ります。ちなみ
にですが、食堂外から並んで約5分ほどでアラ
カルトの出食口まで到達するという計測も行っ
ておりましたので、ご参考ください。食べ終わ
りは長居をしないや、店内の換気、テーブル衝
立の消毒を行っており、食堂を発生源としたク
ラスターなどはございませんので安心してご利
用ください。

学部生 人文

コロナ対策も徹底されているため、いつも安心
して利用しています。
学食でお冷を利用することはまだ難しいでしょ
うか？

Horest

いつも食堂をご利用いただきまして誠にありが
とうございます。給水機の使用ですが、コロナ
の影響を考慮し不特定多数の方が触れる部分に
関しては当面の使用を停止させていただいてお
り、昨今の状況を鑑みてもまだ復活は先になり
そうです。申し訳ございませんが、ご理解のほ
どよろしくお願いいたします。

学部生 医
・デポジット容器に関して、ふたのほうがフィ
ルムがつけられたら良いのではないか、という
意見を受けました。

本部
フタ　リサイクル出来れば良いのですがそのよ
うな容器がメーカー（東北ヨコタ）にない状況
です。ご了承ください。

学部生 医

・昼食に弁当を持参する学生が昼食をとれるス
ペースがあると、屋外や空き教室で食べるより
も感染対策がしやすいのではないか、と感じま
す。

本部
生協として用意出来るスペースがなく、申し訳
ありません。大学へのご要望として大学にお伝
えするようにいたします。

学部生 理工

・文京キャンパス内の店舗での昼時間帯の混雑
（+行列）が一昨年や昨年後期の時よりも激し
いように感じます。時差利用についての案内や
お願いを周知するべきではないでしょうか。

Horest

たくさんのご意見ありがとうございます。
・昼の混雑に関してまず前期は多くの組合員の
皆様にご利用いただいておりますので、昨年の
後期と同じくらいの混雑となっております。時
差利用に関しては、12時15分から出食するメ
ニューを増やすなどの取り組みで時差利用を進
めておりますが、3コマがあるとどうしても厳
しい部分もあるようです。

学部生 理工

・100円夕食の整理券配布時間が、5コマまであ
る学生にとって利用しにくい状態だと思いま
す。18：15まで配るはずが、17：35ごろに配
布終了となった日もありました。5コマまであ
る学生・5コマがない学生のどちらも利用しや
すいように整理券配布時間を①16：00～　②
16：15～　③16：30～　（50×3回　利用は
17：00～）と、④17：30～　⑤17：45～　⑥
18：00～　（50回×3回）などに分けてみるの
はいかがでしょうか。

Horest

・100円夕食の券配布ですが、17:30からにして
も結局並ぶ方が先に並んでおり、列だけが長く
なってしまうので5コマあるなしにあまり関わ
らず300人到達している現状です。早く配ると
いうのは以前も行っていたのですが、早い時間
に1度もらいに来て、17:00以降でもう一度もら
いに来るなどの不正があったため今年からは一
括で17:00から配布しておりました。今後検討
して参ります。

学部生 理工
・10月からメニューが値上げされますが、来年
度のミールカードの値段も上がるということで
すか。

Horest

Scorum

・来年度以降のミールカードの価格に関しては
前期までの利用動向を見ながら判断いたします
ので、現段階では白紙です。



学部生 理工

・朝食では以前（昨年まで）はHorestだったの
で野菜小鉢や牛乳もいただくことができました
が、Scorumに変わってからそれらの提供がな
くなってしまったので、バランスの良い朝食が
取ることが難しくなり困っています。GW明け
以降、ほうれん草の胡麻和えの提供が始まりま
したが、それでもレシートにある3色バランス
が偏ってしまうので、これ以外の野菜小鉢や牛
乳をScorumでも提供してほしいです。

Horest

Scorum

・スコーラムの朝食に関してはメニューがまだ
手探り状態のため、これからご意見を踏まえて
メニュー開発や提供を行って参ります。

学部生 人文

弘大生の食生活をサポートする取り組みが充実
していてとても助かっています。質問ですが、
なぜ、日曜日はミールカードが使えないので
しょうか？日曜日も利用可能にできないかなっ
て思いました。

本部

ミールカード　日曜日も利用可能とすると、利
用可能金額総額が変わるため、現在の申込金額
を引き上げる必要があります。
値上がりについて了解いただければ設定可能で
すので、来年度のミールカード設計にむけて検
討させていただきます。

学部生 医
Cloverの営業開始を1コマ前にしてほしい。朝
食を買いたい。

医学部

ご要望ありがとうございます。１コマ前の利
用、実現に向けて考えたいところではあるので
すが、営業時間の変更はその時間帯のご利用人
数や、準備時間含め、出勤する職員体制の変更
など必要なため、慎重に検討させてください！

学部生 理工
生協のコンビニのお弁当が油っぽいものが多い
為、健康を意識した野菜がたくさん入ったよう
なタイプの弁当もできればおいてほしい。

Horest

油っぽいものが多くなり申し訳ございません。
野菜系の弁当メニューも今後検討して参りま
す。

学部生 医
先日、一日だけ休講となりましたが、その中で
も食堂運営はリスクがあるのではないでしょう
か。

Horest

おっしゃる通りリスクはございます。ただ食堂
の入り口での検温、手指消毒、スタッフによる
テーブル拭きなどの対策を常時行っております
ので安心してご利用ください。また14日以降の
長期に渡る休講、リモート講義になった場合
は、スコーラムは閉店としホレストは短縮営業
などのように食事時間帯だけ集中的に開けるな
ども対策として行っております。

学部生 理工

第1号議案
・デポジットについては、容器10個と100円夕
食購入券を交換（先着~名など）にすれば、利
用券による整列時の密解消と容器収集率の上昇
につながると思う。（購入券の余り分の食事は
450円セットで売る）※スタンプ制でもいいと
思う。
・お昼時の方が割り箸は集まると思う。そのた
め、回収BOXをいくつか置くといいと思う。

本部

【Horest】
・デポジット容器のアイディアに関してはとて
も面白いと思いました。100円夕食はコロナ下
で経済的に厳しい学生がせめてご飯だけでもた
くさん食べてほしいという学長の思いから始
まった企画ですので、デポジットとの結びつき
は難しいかもしれませんが、容器回収の促進に
向けて今後検討したいと思います。
・割りばしの回収ボックスに関しては増設した
いと思います。

学部生 理工
第1号議案
・特産品企画での料理を食堂でも販売すれば、
作ってみようと思う人も増えると思う。

Horest

【Horest】
・昨年は特産品の提供を社会連携課様と企画さ
せていただきましたので、今年も機会がありま
したら進めたいと思います。

学部生 理工
第2号議案
・事業剰余金額が1500万円なのに1260万円と
なっている（議案書P33 ）

本部
【本部】ご指摘の通りです。大変失礼しまし
た。

学部生 医
普段利用していて、気づかないところでも様々
な取り組みがされていることが分かりました。
質問は特にありません。

本部
ありがとうございます。引きつづきご利用・ご
参加ください。



学部生 農生
花壇活動(議案書補足資料Ｐ６)で夏期の水やり
が行えなかったとあるので、組合員で水やり当
番を作ってみたらいいと思った。

本部
ありがとうございます。学生委員会で検討しま
す。

学部生 理工
よくまとまっていると思うが、第2号議案にお
いてやや不鮮明に感じる箇所も見受けられた。

本部
次期総代会に向けては、見やすい資料作成に心
がけます。

学部生 農生

前年度の総決算時に赤字を助成金+経営支援金
でまかなった。と書いてありましたが、今年度
はそのような助成金はあるのか。ない場合でも
赤字にならずに済むのか。そこのあたりをもっ
と詳しく説明が欲しいです。

本部

国からの助成金の支給期間は国がコロナウイル
ス感染拡大の状況を見ながら随時設定している
状態ですので、今年度のいつまで継続するのか
等は不明です。弘大生協の計画では助成金無し
でも黒字とすることを目指しています。

教職員

コロナ禍で大変な中、経営努力やオンラインで
のイベントの実施など、大変頑張っていると思
います。
コロナ禍で学生同士の交流が少なくなる中、
様々な活動を支える学生委員会の委員の学生が
減っているのではないか、心配です。新入生の
サポート、受験生の応援など中心的に活躍して
いると思います。ここ数年のメンバー人数の推
移はどのようになっているでしょうか？大学生
協の活動は学生が代々引きついで行くことも重
要なので、少し心配になっています。

本部

ありがとうございます。
学生委員会のメンバー数は昨年今年と20名以上
が加わっており、体制的には心配がありませ
ん。ただ、ご指摘のように継続して積み上げて
きた活動が多いので、開催出来ないことで積み
上げが出来ない状況が生まれつつある事は事実
です。このことは学生委員会だけでなく職員も
課題と考えて、今まで以上に職員も関わり方を
工夫しています。
活動が停滞や後退することがないように、注意
してすすめていきます。引きつづき関心をもっ
ていただければ幸いです。

教職員 農生

コロナ禍でも様々な工夫のもと、学生さんの大
学生活を支えていただきありがとうございまし
た。今後もオンラインを活用し、様々なイベン
トを続けていただきたいです。

本部
ありがとうございます。状況に合わせ工夫しな
がら組合員の生活を支えられるように活動して
いきます。

教職員 教育
100円朝食・夕食の取り組みはとてもいいと思
う。ぜひ継続されたい。

Horest

100円シリーズへの激励、誠にありがとうござ
います。これからも感染予防をしながら進めて
参ります。

学部生 農生

Cerisier,SHAREAなどの店舗での取扱商品の幅
を広げてほしい。例えばCerisierは、食品以外
の商品や切手の取り扱いなど、SHAREAは文房
具類、電化製品の取り扱いの増加など。

サリジェ
SHAREA

【サリジェ】食品中心の店舗　と位置づけて運
営しており、店舗面積からも他の商品取り扱い
は難しい状況です。ご理解をお願いいたしま
す。
【SHAREA】ご要望ありがとうございます。店
内の棚には限りがあるので、組合員の声に合わ
せて品ぞろえをさせていただいています。特に
電化製品は日々頻繁にご利用があるものではな
いので、「これだけは！」という商品があった
らお知らせください。またご注文いただけれ
ば、2，3日で入荷するものもありますので、ご
利用ください。

学部生 理工

デポジットや、100円夕食の利用券など、知っ
ていれば得をすることが知られていない時があ
るため、立ち止まって見ることのできる場所に
お知らせを掲示した方がいいと感じました。ま
た、営業時間を把握できていないことが自分に
は多かったので、生協の各店舗だけでなく、
1ヶ所にまとめてあると見やすいと思いまし
た。

本部

紙媒体での宣伝物はあまり組合員の方にご覧い
ただけていないと感じております。現在は
SNS　での情報発信に注力しておりますので、
Twitter　Facebook　HP　等のご利用くださ
い。

学部生 医
医学の学食を広くしてほしい。メニューのレ
パートリーも増やしてほしい。

Pomme

大学から施設をお借りしているため、すぐに食
堂ホールを広くすることができずご不便をおか
けします。お昼のピーク時間帯は2階の集会室
や大集会室前のスペースなどもぜひご活用くだ
さい。現状のスペースでの席数増は継続的に検
討していきます。
メニューについてはコロナ禍ということもあ
り、混雑緩和のため、現在はスピード提供を重
視していますが、スポット的にメインのメ
ニューや別菜・副菜を増やせるよう状況をみな
がら、工夫していきます。



学部生 理工
人が多すぎて昼に学食を利用しづらいです。
しょうがないことだとは思いますが。

Horest

申し訳ございません。時差利用や昼食の混雑時
間帯は15分程度で長居しないような利用を推進
しておりますが、より徹底して参ります。

学部生 理工

100円夕食・昼食の整理券販売時の混雑がコロ
ナの関係上良くないと思われるので、前日販売
による数調整をして、並ぶ必要性を減らした方
がいいと考えます。

Horest

前日でも配るタイミングで列ができてしまうこ
とに変わりはないため即日利用できる当日券と
いう形をとらせていただいております。昨年は
並ばないように声掛けした時もありましたが、
それでも並んでしまう時もあったため、密にな
らないように並んでいただくことを徹底いたし
ます。

学部生 人文
汁物の種類を増やしてほしい。野菜を取れる汁
物があったら望ましい。

Horest
野菜スープ的なメニューを開発しようと思いま
す。

学部生 医

100円弁当で配布されるお弁当箱についてで
す。使い捨てでもったいないと思うことがある
のですが、予算や衛生面から見ると変更は難し
いことと思います。そこで、回収方法なのです
が、燃えるゴミに各自が捨てるのではなく、
（かさばると思われるので）容器とフタを分け
て重ねて捨ててもらうのがいいのではないかと
思います。もし可能であれば、その後プラのリ
サイクルに出せたらいいのですが…。

Horest

100円弁当（大学が取り扱っています）の容器
はそれぞれの業者さんによって異なるようで
す。また一ヶ所又は、決められた場所で集める
ことは難しいと思われますので、弘大生協とし
て取り組むことは困難です。以上　ご理解の程
お願いいたします。

学部生 理工 デポジット容器の回収場所を増やしてほしい。 本部
学部棟等への設置については、生協側の回収体
制が整わないので当面は現状とさせてくださ
い。継続して検討させていただきます。

学部生 農生
Scorumの営業時間をあと1時間だけ延長してほ
しいのだが、可能であるのか？

Scorum

3コマ終わりの時間にもご利用したいというこ
とでしょうか。現状のスタッフの契約時間の問
題がございますので、すぐには実現できないか
と思いますが、今後検討して参りたいと思いま
す。

学部生 理工
セルフレジ導入のノウハウを生かしてScorum

のセルフレジを増やすべきである。
Scorum

セルフレジの導入でスコーラムの運営が効率化
された部分もあり、今後も増台は検討して参り
ます。

学部生 理工
・スコーラムのカレー以外の価格が高い気がす
る。

Scorum

【Scorum】スコーラムカレー以外のメニュー
といいますと、ドリアのことでしょうか？ドリ
アですが、工程数が多く非常に手のかかるメ
ニューである点と、耐熱容器が特注になってお
りましてその分他のメニューと比較すると若干
高めとなっております。申し訳ございません
が、ご理解の程よろしくお願いいたします。

学部生 理工 ・サリジェの弁当の種類を増やしてほしい。 Cerisier

【Cerisier】ご利用ありがとうございます。ご
指摘の弁当は　弘大オリジナル弁当　のことで
しょうか？これは食堂Horestで製造しています
が、現在の食堂の製造能力では品数を増やすこ
とが難しい状況です。ご理解をお願いいたしま
す。



教職員

普段、コンビニを利用することがあるが、｢学
生相手の商売｣感が強い。スタッフの一部が、
横柄な態度ととられても仕方ないような接し方
をしていると思う。百歩譲って、学生や教職員
相手ならギリギリセーフだが、地域の方が利用
している場合には、｢大学へのクレーム｣とな
る、なり得る状況だと思う。そういった面の教
育を、再度徹底させるべきでは。

Cerisier

申し訳ありません。不快感を感じるような態度
が有ったことをお詫びします。店舗職員で確認
し気持ちよく利用していただけるよう教育を徹
底します。

教職員 コーラの品ぞろえを増やしてみては！ Cerisier 商品の要望　検討させていただきます。

学部生 農生
コロナ禍においても学食前には行列が出来てし
まっていること。（文京キャンパス）

Horest

申し訳ございません。休み時間は皆さん一斉で
すので、どうしても避けられない場合がござい
ます。食堂としては感染予防対策をしっかりと
行って営業して参りますので、よろしくお願い
いたします。

教職員

たびshopの営業時間
現状コロナの関係がありますので、この影響か
もしれませんが以前(2020年)お世話になった
折、営業時間が短かく、対応が遅れ遅れになっ
たことがありました。しばらくはこの状況が続
きますでしょうか？

たびshop

ご不便、ご迷惑をおかけし申し訳ございませ
ん。昨年の営業時間（11:00〜14:30）から延長
し、今年は10:00〜16:30で営業しております。
まだコロナ前の営業時間（〜18:00）には戻っ
ておりませんがご了承ください。

教職員

セルフレジができ、とても使いやすく、スムー
ズになりました。大変ありがたいです。素朴な
疑問ですが、あまりないととは思いますが、き
ちんと支払いされているか、チェックは十分に
されているのでしょうか？スーパーのセルフレ
ジは必ず人がいて、チェックをしていますの
で。

Cerisier

【Cerisier】カメラを除きチェックはしており
ませんが、ピーク時間中はレジ誘導職員が気を
つけるようにしています。

教職員 ②価格の減額 Horest

②コロナ禍で食材費や物流費が高騰しているた
め、値下げはいたしかねます。現在行っている
ほうれん草のごま和えの値引き企画などのよう
に、今後企画などで安く提供できることはある
かと思います。

教職員 ③水の提供 Horest

③給水機に関しては不特定多数の方が接触する
可能性が高いので、現在のコロナウイルスの現
状を鑑みてまだ厳しいと判断しております。ご
理解のほどよろしくお願いいたします。

教職員 ①メニューの見直し Horest
①メニューの見直しは随時行っており毎月新メ
ニューの提供を行って参ります。

教職員

特にございません。新型コロナウイルス対策は
もちろんのこと、学生（特に新入生）のサポー
トをしっかりお願いしたいと思ってます。

本部
引きつづき感染防止に努めながら学生支援に注
力します。



教職員

学食について、食事中、会話をしている人があ
まりにも多く、こわくて利用できなくなりまし
た。又、学食からクラスターが発生しかねない
状況だと思います。

Horest

2021年度は、コロナ禍前の数値に近い利用者が
きているため、メニューの提供方法やスピード
にも拘り、密や接触をできる限り低減させるこ
とを優先し、今後も営業をして参ります。また
食事は15分以内で大学によっては、昼休みの延
長による利用者の分散を図る、正面のみならず
横にも衝立の設置を行う等の措置、黙食の徹底
や啓蒙等、まだ改善や検討の余地もございます
ので、引き続き感染対策を強化しつつ、営業を
行って参ります。

学部生 医
新型コロナウイルスによる影響の中で新入生同
士が直接交流する機会がなくなったが、オンラ
インで交流する機会があり助かった。

本部

ありがとうございます。今後もいろいろな企画
や取り組みがオンライン化される可能性があり
ます。
ぜひ、ご参加をお願いいたします。

学部生 教育
Cerisierのレジの一部をセルフレジ化したのが
回転が速くなるからいいと思った。

Cerisier
ありがとうございます。積極的なご利用をお願
いいたします。

学部生 教育

サリジェでミールカードの利用対象商品拡大は
非常にいいと思いました。このことによってサ
リジェを使う機会が増えました。
2021年度の目標が明確でいいと思いました。

Cerisier
商品の拡大：ご支持いただけて嬉しいです。是
非　いろいろとご利用ください。

学部生 農生 資料がとても読みやすかったです。 本部 ありがとうございます。

学部生 人文

・議案書補足資料は見やすいためにカラーにし
たのかもしれないが、白黒でいいと思った。
SDGsと言った持続可能な社会を目指す取り組
みをするのであればまず資源のことを考え、紙
も大切にすべきである。印刷にかかる費用など
も考慮しないではSDGsに関する取り組みを考
える組織にはなれないと考える。

本部

補足資料では写真を掲載して内容理解を促す資
料となっているため、これまでは　カラー　と
しています。
次回の総代会にむけていただいたご意見を踏ま
えて、検討いたします。

学部生 理工

2021年度予算案ですが、目標の155万人は現段
階で少し見通しが悪くなっていると考えるべき
です。特に人件費についてはリモートに変わっ
た段階で通常営業による出費は厳しいと思いま
す。第8.5次中期計画についてはとてもいいと
思います。

本部

155万人･･･確かにリモート授業が断続的に実施
されている状況では厳しいと感じていますが、
ワクチン接種の状況次第では大きく改善する可
能性もありますので目標の変更はせずに取り組
んでいきます。

学部生 理工
食堂のテーブルの仕切りや消毒の徹底が良かっ
た。

Horest

感染対策については、大学とも引き続き相談し
ましてできる限りの中で感染リスクを低減して
参ります。

学部生 理工
学生生活支援の中で食支援がとても助かるので
続けてほしい。

Horest

食の支援も大学と協力しながら少しでも皆さん
の支援につながるよう、今後も支援内容を検討
して参ります。

教職員

新型コロナウイルスへの対応・取組を色々と
行っていて、学生のために多くの活動をしてい
ることが分かりました。

本部 ありがとうございます。



教職員 理工

SDGsに関連した活動が積極的に行われている
ことは素晴らしいと感じます。他方で、自然災
害であるパンデミック（コロナ禍）によって、
2019年以前に入学した学生にとっては普通で
あったキャンパスライフを全く送ることができ
なかった2020年度入学の学生（現2年生）、そ
して現在その影響を受けようとしている2021年
度入学生は『大学の価値』や『キャンパスライ
フの楽しさや価値』というものが、現3年生や
現4年生とは大きく異なる可能性があります。
そのような世代間のギャップが生じているこ
と、そのような世代間ギャップが生じる可能性
があることへの活動の中での配慮や対応が、議
案書から見えてこないことが気になりました。

本部

世代間ギャップは確かに大きな課題だと考えて
おります。
生協内部でも　学生生活の捉え方や活動の継続
性　そういったことをどうするのか考えながら
走っている状況ですので、ぜひご意見をお願い
いたします。

学部生 医 満足している。 本部
ありがとうございます。引きつづき支援ご利用
をお願いします。

学部生 医

Horestなどのメニューがどのような周期で変
わって、決められているのか気になります。食
べ損ねてしまった時悲しいので、Twitterなどで
教えていただけると嬉しいです。

Horest

Twitterで毎日のメニューはお知らせしていま
す。フェアやおすすめも併せて紹介しておりま
す。提供期間が限られているものについては、
提供予定期間も併せて告知をして参ります。

学部生 医
学生のニーズに答えるために様々な取り組みを
してくれていることは過ごしやすい大学生活を
送る上でとても助かっている。

本部
ありがとうございます。何かあれば店舗や一言
カードでお伝えください。

学部生 教育
Horestでご飯を食べているとき、流行りの音楽
を流してほしい。

Horest

USENの契約をしております。チャンネルは定
期的に変更しておりますので、お楽しみにお待
ちください。

学部生 教育
昼時のHorest前の行列が道をふさいでいるの
で、何か対応をした方がいいと考える。

Horest
誘導の配置を変更し、道を塞がないように列整
理を行います。

学部生 教育

スコーラムで提供されているパフェは12：30～
注文できるが、3コマに授業があると厳しいの
でもう少し早くから提供していただきたいで
す。
各店で様々なイベントが多くあるといいと思い
ました。

Scorum

スコーラムのパフェですが、昼ピークの11:30

～12:30はどうしても厳しいため、逆に10:00～
11:30の時間帯に提供する方向で調整しており
ますのでお待ちいただければと思います。

学部生 農生 副菜メニューがとてもおいしいです。 Horest
ありがとうございます。引き続きのご利用お待
ちしております。

学部生 農生 Horestでも弁当が食べれるようにしてほしい Horest

Horest Scorum共に昼11:00-12:30のピーク時間
帯は食堂で購入されたものを召し上がっていた
だく優先時間としております。食堂の混雑を避
けるためであるという点をご理解ください。

学部生 人文
12：15からのメニューを11：00～11：30に出
してほしい。
Horestの検温器を左右両側に設置してほしい。

Horest

メニューの切替は限られた人手の中では現状難
しいと考えております。メニューやサイズの選
択性を総合して考え、現在の時間での提供とし
ております。今後の検討次第でもっとメニュー
数を調整した場合は実現可能性はありますが、
単純にメニューの時間帯を現状より小刻みに変
更することは難しいです。



学部生 人文

・昼食時間のコンビニの混雑緩和方法の検討が
必要であると感じた。3・4時間目の授業が終
わった後コンビニの外に長い列ができ、かなり
通行の妨げになっているようである。

Cerisier

【Cerisier】店内の混雑（過密状態）を避ける
ために、入店制限を行っていることが列が長く
なっている要因と思います。入店制限は継続せ
ざるをえませんので、列の並び方について検討
し改善をすすめます。

学部生 人文

・Horest利用時に席を確保してから食事を購入
できるようにしてほしい。購入する前に確保で
きないようになっている理由がわからず利用し
て不便を感じているため、理由が知りたい。混
雑時、座れるかわからない中で食事の列に並ぶ
ことに不安を感じる。

Horest

【Horest】現状の客数ですと、食事利用者に限
定すれば、座席は確保することが可能なため、
安心してお並びいただければと存じます。席取
りまで可能にした場合は食事以外の方の利用も
多く発生するため、座席の不足が発生する可能
性があります。

学部生 人文

・生協に対してではないが、総代に参加する際
に連絡が来なかったり、自分だけLINEグループ
に入れてもらえなかったりと、仕事の不備を感
じる。
・また、LINEでの連絡に文面が分かりにくい。
一回で全て伝わるように、疑問が残らないよう
にしてほしい。

本部
【本部】ご不便をおかけしております。学生委
員会とも共有し対応を検討します。

学部生 人文

・入学前サリジェでの野菜購入を考えていた
が、いざ利用してみると、ほぼ利用時毎回品数
がかなり少なく、利用したいと思えなくなっ
た。なぜ少ないのか知りたい。

Cerisier

【Cerisier】生鮮野菜を取り扱っている仕入先
（取引先）がないことと、多くの販売数が見込
めないため日保ちする根菜類等を中心に品揃え
にせざるを得ない状況があります。また春先は
価格が安い路地ものの野菜が少ないこともあっ
て、特に品数がすくなくなっていました。
時期に応じて、品揃えを増やしますのでご期待
ください。

学部生 人文

Horestのメニューが入り口に置いてあるのはす
ごくありがたいが、何日までそのメニューが置
いてあるのかを書いてくれるとメニューが選び
やすくて助かる。

Horest

全てのメニューをそのようにすることはすぐに
は難しいのと、食材の都合で急遽変更されるこ
とがありますが、おすすめメニュー等だけでも
わかるように、表示の仕方等を検討して参りま
す。

学部生 人文
月によって異なるテーマで運営されており、特
色があっていいと思います。

本部
ありがとうございます。組合員の皆さんにとっ
て常に身近な存在で有続けられるように頑張り
ます。

学部生 理工
Horestにてラーメンの値段を上げ過ぎではない
でしょうか。

Horest

セルフレジを導入し、麺単品でもある程度のボ
リュームある食事をとっていただけるように考
慮しています。また丼等と比較し価格は抑えて
提供をしております。安いメニューも編成に入
れて参ります。

学部生 理工
検温に時間を取られ、人の流れが悪くなってい
るところがあるので、検温器を増設して効率を
上げて欲しいと思います。

Horest

検温機の増設がすぐ難しいのと、検温機は歩行
しながら、検温が可能なので、その案内を行っ
て、スムーズに検温機の前を通過できるように
して参ります。

学部生 理工

スコーラムで厨房用の靴で並んでいるスペース
に出てきてそのまま厨房に、戻ったり、マイク
があるのに声を張っていることがありました。
落ち着いて対応してほしいです。

Scorum

ご迷惑をおかけしまして、大変失礼いたしまし
た。落ち着いて対応するように注意いたしま
す。



学部生 理工 100円昼食が時間がなくて並べない。 Horest

50周年記念会館で販売している100円昼食弁当
は生協で製造、販売しているものではありませ
んが、大学と打合せする機会があった際に、学
生さんの声としてお伝えしたいと思います。
Horestでは100円ではありませんが、お弁当に
負けないくらいのおいしくて温かいお食事を提
供できますようこれから職員一同頑張って行き
ますので、ご来店をお待ちしております。

教職員 理工

新型コロナの影響を受けて、授業がリモートと
なり、様々なことがオンライン化されていま
す。それを踏まえると、この総代意見・質問提
出用シートもオンラインで提出できるように工
夫してもいいのではないかと感じました。ま
た、SDGsを踏まえるならば、ペーパーレス化
できる部分は、積極的に行われてもいいのでは
ないかと考えます。

本部
ご意見　ありがとうございます。確かにその通
りですね。今後はいっそうオンラインの活用を
すすめます。

教職員 サリジェの品揃えが豊富でいいと思います。 Cerisier

ありがとうございます。もっと増やせればいい
のですが･･･実現の可否は商品によって異なり
ますが、ご要望もお寄せください。

学部生 理工
食堂で時間にならないと食べられないものがあ
るのは何でですか？

Horest

12:15までの最大ピーク時は出食スピードを最
優先しております。また時間差利用のお願いも
合わせて時間毎で提供するメニューに変化をつ
けております。メニューの選択性、スピード、
時差利用を総合的に考えて今の形にしておりま
す。一方で今後もご意見を頂戴しながら、より
よい方法を検討して参ります。




