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ジョイント合宿 

2013～しおり～ 
編集…法政大学幹事一同 

１．ジョイント合宿 2013について 

 

◇ジョイント合宿 2013概要 

・日程 2012年 11月 22日（金）～24日（日） 

・場所  中央学院大学館山セミナーハウス 

         千葉県館山市館山 96-1 

・参加校  宇都宮大学（中村ゼミ）／拓殖大学（岡田ゼミ）／中央学院大学（土屋ゼミ） 

     法政大学（武藤ゼミ）／四日市大学（岩崎・小林ゼミ）／早稲田大学（辻ゼミ） 

・共通テーマ 【グローバリゼーションと自治体】 

・参加費  学外者 10,000円 

    【内訳:宿泊費（2泊 3日朝夕 4食）8,000円×2、昼食 500円、打上げ費 1,500円】 

 

学内者 8,000円 

   【内訳:宿泊費（2泊 3日朝夕 4食）6,000円×2、昼食 500円、打上げ費 1,500 円】 

 

◇セミナーハウス所在地 

 ・住所 千葉県館山市館山 96-1  

 ・電話番号 0470-24-6661 

 

◇アクセス 

 ・自動車 ：[豊津館山道 豊浦ＩＣ]－国道 127号線－[館山]  ※駐車場は 25台まで 

 ・電車  ：JR内房線 館山駅（西口）より タクシー5分、徒歩 20分 

 ・バス  ：房総なのはな号（東京駅－館山駅） 
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◇幹事連絡先 

 法政大学 武藤ゼミ 

 ・ジョイント幹事     後藤慶祐 090-4775-3264 / gtk_510@i.softbank.jp 

              鶴田さやか 090-4675-2782/ syk.t-gja_19002@docomo.ne.jp 

<利用上の注意> 

 ・宿泊室等の鍵の取り扱いおよび保管については、使用者は退室までにその管理を十分

行うこと。 

 ・清潔、整理整頓を心掛け、使用した宿泊室等の清掃は。使用者各自が行うこと。 

 ・館山の施設整備・備品等の取扱いには、破損・汚損・紛失等のないよう十分留意する

こと。 

 ・貴重品は、各自が管理すること。万一、事故または盗難等が発生しても、自己責任と

する。 

 ・館内は土足厳禁とする。 

 ・洗面用具等は、各自にて用意すること。 

 ・煙草は一階ロビー、二階の喫煙スペース以外では吸わないこと（三階の喫煙所、部屋

は禁止） 

・食事時間中及びその前後、1階でも禁煙 

 

 

＜持ち物＞ 

筆記用具、しおり（各自で印刷して来てください）、レジュメ（各自で印刷して来てくださ

い～共通：全大学分・分科会：聴講希望の発表分）、初日の昼食（各自でご持参もしくは集

合前にお済ませください）、ハンドタオル、バスタオル、歯ブラシ・歯磨き粉、ドライヤー、

くし・ヘアブラシ、寝巻・パジャマ 

着替え、防寒具、体育館シューズ、運動着・ジャージ、保険証、財布、常備薬 

 

＜SkyDrive＞（本しおり、ジョイントレジュメ集等を保存しております） 

 

アカウント ID 【hoseijoint2013@yahoo.co.jp】 

パスワード   【tateyama2013】 

↓SkyDriveサインインページリンク 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1384417223&rver=6.2.62

89.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fskydrive.live.com%2F%3Fmkt%

3Dja-JP&lc=1041&id=250206&cbcxt=sky&mkt=ja-JP&cbcxt=sky 

 

 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1384417223&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fskydrive.live.com%2F%3Fmkt%3Dja-JP&lc=1041&id=250206&cbcxt=sky&mkt=ja-JP&cbcxt=sky
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1384417223&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fskydrive.live.com%2F%3Fmkt%3Dja-JP&lc=1041&id=250206&cbcxt=sky&mkt=ja-JP&cbcxt=sky
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1384417223&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fskydrive.live.com%2F%3Fmkt%3Dja-JP&lc=1041&id=250206&cbcxt=sky&mkt=ja-JP&cbcxt=sky
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２．スケジュール 

 

・１日目 11月 22日（金） 

 

 

・２日目 11月 23日（土） 

時間 場所 スケジュール 

7:30～8:30 食堂 朝食  

9:00～12:15 大ゼミ室 共通発表（前半） 65分（準備 15分、発表 30分、質疑応答 20分）

×３グループ 

12:20～13:20 食堂・各部屋 昼食  

13:30～16:45 
 

大ゼミ室 
共通発表（後半） 

65分（準備 15分、発表 30分、質疑応答 20分）

×３グループ 

16:45~17:15 講評 先生方からの講評 

17:20～22:00 浴室 入浴 大学ごと指定 

18:00～19:30 食堂 夕食 大学ごと指定 

20:00～20:30 
大ゼミ室 

総評・表彰 総評・表彰、来年度の予定、引継ぎ 

20:30～22:30 打上げ 諸連絡,ビンゴ 

23:00 各部屋 消灯 セミナーハウス消灯時間 

時間 場所 スケジュール 

10:30～11:30 エントランス 集合・チェックイン  

～12:00 食堂・各部屋 昼食 各自用意 

11:45～12:00 未定 幹事会打ち合わせ 各大学幹事対象の打ち合わせ 

12:00～12:30 

大ゼミ室 

開会式 各ゼミあいさつ、スケジュール確認・諸連絡など 

12:30～13:00 説明・準備 
プロジェクター、タイムキーパー等説明 

13:00~17:20 小ゼミ室×３ 分科会発表 合計 65分（準備 15 発表 30質疑対応 20） 

×４グループ 

17:30～22:00 浴室 入浴 大学ごと指定 

18:00～19:30 食堂 夕食 大学ごと指定 

23:00 各部屋 消灯 セミナーハウス消灯時間 
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・３日目 11月 24日（日） 

時間 場所 スケジュール 

7:30～8:30 食堂 朝食  

8:30～10:00  エントランス 荷物は大ゼミ室へ＊10:00までに完全退出 

9:00～11:30 体育館 スポーツ大会 ドッジボール（景品あり） 

11:30～12:00 大ゼミ室 閉会式 各ゼミあいさつ、記念撮影 

12:00  解散  

 

・【夕食】※人数が多いので時間差で食事をお願いします。 

1日目 

時間 大学名 

18:00～18:45 中央学院、法政、四日市 

18:45～19:30 宇都宮、拓殖、早稲田、教員 

 

2日目 

時間 大学名 

18:00～18:45 宇都宮、拓殖、早稲田、教員 

18:45～19:30 中央学院、法政、四日市 

 

【お風呂】 

1日目 

時間 大学名 

17:30～18:30 宇都宮、拓殖、早稲田 

18:45～19:45 中央学院、法政、四日市 

2日目 

時間 大学名 

17:20～18:25 中央学院、法政、四日市 

18:25～19:45 宇都宮、拓殖、早稲田 
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３．参加人数＆部屋割り 

 

 宇都宮 拓殖 中央学院 法政 四日市 早稲田 合計 

人数（学生男） 3 9 5 14 17 16 63 

〃 （学生女） 3 2 0 11 0 2 19 

〃 （教員） 1 1 1 1 2 1 7 

〃 （合計） 7 12 6 26 19 19 89 

 

【教員】  

  小林先生 … 201 

  岩崎先生 … 202 

  岡田先生 … 203 

  辻先生  … 204 

  武藤先生 … 205 

  中村先生 … 206 

  土屋先生 … 207 

【学生】  

 宇都宮    301(3)  302(3) 

拓殖      304(3)  305(3)   306(3) 

 中央学院   307(2)  308(3) 

 法政     309(3) 310(3)  311(4)  312(3)  313(3)  314(4)  315(4) 

四日市    316(3)  317(3)  318(3)  319(4)  320(4) 

 早稲田     321(4)  322(4)  323(4)  324(4) 

  拓早女    303(4) 

 

～備考～  

※【法政幹事部屋】 男性…312 女性…309 とします 

※枠囲みは女子部屋、括弧内は人数 

※初日に泊まる人数を書いています 

※拓早女は、拓殖と早稲田の女性の相部屋を指します 
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４、発表スケジュール 

1日目／１１月２２日（金） 

【分科会時間】 

時間 ゼミ室 甲 ゼミ室 乙 ゼミ室 丙 

13:00 

 ～ 

14:05 

なし 早稲田 A：つながりを持った観

光地間での観光客誘致 

（中央共通） 

宇都宮 A：学生×NPO!?出

逢いでつながる想い×想い 

（四日市共通） 

14:05 

 ～ 

15:10 

法政 A：企業の農業参入 

（宇都宮共通） 

拓殖 A：ゆるキャラは現代の妖

怪！？ 

（法政共通） 

四日市 A：「なぜ日本人は英

語が苦手なのか？」 

（拓殖共通） 

15:10 

 ～ 

16:15 

四日市 B：ブラック企業の

対策と実態 

（法政 A） 

拓殖 B：地域おこし協力隊 

（早稲田 A） 

法政 B：地方に根付くシェ

アハウスの可能性 

（四日市 A) 

16:15 

 ～ 

17:20 

四日市 C：普天間飛行場を

どうすべきか 

（拓殖 A） 

法政 C：図書館サービスの変革

～地域とともに～ 

（早稲田共通） 

宇 都 宮 B ： 宇 都 宮 市 

Facebookページの作成 

（法政 B) 

※()内は議事録・分科会司会・タイムキーパー 

 

2日目／１１月２３日（土） 

【共通班】 

時間 大学名 テーマ名 

9:00～10:05 法政大学 川崎市と太田市の外国人政策の比較 

10:05～11:10 四日市大学 グローバリゼーションと自治体―外国人参政権を中心に 

11:10～12:15 早稲田大学 Welcome to NIPPON!  

12:20~13:20 昼食休憩 and準備 

13:30～14:35 中央学院大学 がんばっぺ！！笠間市！！ 

14:35～15:40 宇都宮大学 地域社会に住むベトナムの若者達 

15:40～16:45 拓殖大学 言葉探しの未完の旅 

 


