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作成：宇都宮大学行政学ゼミ（中村祐司ゼミ） 
2014年 11月 25日 

 
☆幹事校より一言 
	 2014年度ジョイント合宿は、宇都宮大学行政学ゼミ（中村祐司ゼミ）が幹事校を務めさせていただきま
す。今年度も有意義な合宿になるよう精一杯努力致しますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．ジョイント合宿 2014について 
 
◇ジョイント合宿 2014概要 
	 ・日 程	 2014年 11月 28日（金）～30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	 拓殖大学（岡田ゼミ）/ 中央学院大学（李ゼミ）/ 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）/ 宇都宮大学（中村ゼミ） 

・共通テーマ	 【大都市を考える】 

・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】 
・webサイト	  
※幹事メンバー（宇都宮大学 10人）は 27日近隣のホテルに宿泊。 

 
◇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） 
 
◇幹事連絡先 
宇都宮大学中村祐司ゼミ 

ジョイント合宿  

          22001144  
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ジョイント合宿統括責任者 / ゼミ長	 大柿彩華 
MAIL: kypgam@gmail.com (大柿の個人アドレス) 
       Jointudai2014@gmail.com (大柿・秋山にて管理のジョイント合宿 2014専用アドレス) 
なにかあればメールください。常時、メールを見ることができる状態になっています。 
 
【セミナーハウス利用上の注意】 
・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。 
・煙草は指定場所以外では吸わないこと。 
・食事時間中、禁煙とする。 
・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。 
 
【打ち上げ等の飲酒について】重要！ 
² 大ゼミ室・小ゼミ室以外での飲酒は認めない。また、部屋呑みは今年度一切禁止とする。 
² １日目終了後に呑みたい人は小ゼミ室を１つ解放するので、そこで呑むこと。片付けは各自でするの

が原則とする。 
² 各大学の先生方は例年通り 2階ラウンジでお願いします。（例年部屋呑みを先生方はしていないとの

ことなので、問題はないかと思います） 
² コール・一気呑み・飲酒の強要は一切禁止。各大学幹事はこれらの行為に細心の注意を払い、万が一

あった場合には速やかにやめさせること。 
² 未成年の飲酒に関しては、全大学の責任のもと、絶対に飲ませない・飲まないこと。初日の受付で学

生全員の年齢確認（身分証の提示）を行い、未成年者には判別できるようにネームプレートにジバニ

ャンのスタンプ押しちゃいますよ〜☆。 
² 打ち上げ時には全員必ずネームプレートを着用し、成年・未成年に関わらず絶対に外さないこと。楽

しい打ち上げにするためにもご協力をお願いいたします。 
 
【喫煙について】重要！ 
² 喫煙スペーズは 1階ラウンジのみ。ただし、タイムスケジュールの食事の時間は完全に禁煙とする。 
² 禁煙の時間としては、1日目 18:10〜19:30、2日目 7:30〜8:30、12:00〜12:50、18:00〜19:30、 
３日目 7:30〜8:30。 
 
＜持ち物＞あくまでも参考までに。 
筆記用具(太字のクロッキーやマッキーはワールドカフェで使用するので、必ず持参)、しおり（紙媒体か
電子媒体で閲覧可能な状態で持参）、レジュメ（共通：全大学分、分科会：聴講希望の発表分を紙

媒体や電子媒体で閲覧可能な状態で持参）、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、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 
 
今年度はノート PC・タブレット端末類の持ち込みを推奨する。しかし、Wi-Fi の導入は予算の都合上厳
しいので、ホームページ上のレジュメを予めダウンロードし、ノート PC・タブレット類に取り込んだ状
態で持ち込むこと。全員にノート PC・タブレット類の持ち込みを強制するわけではなく、紙媒体で持ち
込むことも可能。 
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ただし、スマートフォン端末でのホームページを閲覧することは不可。ファイルの容量によっては開くま

でに時間がかかることやアプリなどでゲームができてしまうため。今年度のジョイント合宿においてもノ

ートPC・タブレット類の持ち込みの推奨をすることで、ペーパーレス化の一助としたい。 
 

３．タイムスケジュール	 

・11月28日（金）	 

	 

・11月29日（土）	 

時間 場所 スケジュール 
7:30～8:30 食堂 朝食  
9:00〜9:50 大ゼミ室 共通テーマ発表① 50分(準備 10分、発表

25分、質疑応答 15分) 
10:00～10:50 大ゼミ室 共通テーマ発表②  
11:00～11:50 大ゼミ室 共通テーマ発表③  
12:00～12:50 食堂・各部屋 昼食 お弁当 
13:00～13:50 大ゼミ室 共通テーマ発表④  
14:00～14:50 大ゼミ室 共通テーマ発表⑤  
14:50～15:20 大ゼミ室 講評  
15:30～16:30  ディスカッション  
17:00～20:00*  入浴  
18:00～19:30 * 食堂 夕食 *2 組に分かれ 45 分ず

つ 
20:00～20:30 大ゼミ室 総評  
20:30〜22:30 大ゼミ室 打ち上げ・表彰式  
23:00 各部屋 消灯  

時間 場所 スケジュール 
12:00～ エントランス 集合・チェックイ

ン 
 

12:45～13:00  幹事打ち合わ

せ・確認 
 

13:00～13:20 大ゼミ室 開会式 各ゼミ挨拶、スケジュール確認等 
13:30～14:20 小ゼミ室 分科会① 50分(準備 10分、発表 25分、質疑

応答 15分)×3グループ 
14:30～15:20 小ゼミ室 分科会②  
15:30～16:20 小ゼミ室 分科会③  
16:30～17:20 小ゼミ室 分科会④  
17:30～18:00 大ゼミ室 講評、諸連絡  
18:10～19:30  夕食 *2組に分かれ 40分ずつ 
19:00～22:00 *  入浴  
19:30～22:00 * 大ゼミ室 発表準備 *各校 30分 
22:10～  幹事打ち合わせ  
23:00 各部屋 消灯  
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・	 11月30日（日）	 

	 

u 夕食 
1日目 11月 28日(金) 
時間 大学名 
18:10～18:50 四日市	 拓殖	 中央学院	 （宇都宮） 
18:50～19:30 法政	 早稲田	 （宇都宮） 
 
2日目 11月 29日(土) 
時間 大学名 
18:00～18:45 四日市	 拓殖	 中央学院	 （宇都宮） 
18:45～19:30 法政	 早稲田	 （宇都宮） 
 
u お風呂 
1日目 11月 28日(金) 
時間 大学名 
19:00~20:00 四日市	 拓殖 
20:00~21:00 中央学院	 法政	 （リハーサルの時間の都合で中

央学院が優先的に入る） 
21:00~22:00 早稲田	 宇都宮 
 
2日目 11月 29日(土) 
時間 大学名 
17:00~17:50 法政	 中央学院 
17:50~18:40 宇都宮	 早稲田 
18:40~19:30 四日市	 拓殖 
 
u リハーサル	 1日目 11月 28日(金)	  
時間 大学名 
19:30~20:00 宇都宮大学 
20:00~20:30 四日市大学 
20:30~21:00 早稲田大学 
21:00~21:30 中央学院大学 
21:30~22:00 法政大学 
	 

	 

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 荷物の移動  
9:00～11:30 体育館 スポーツ(ドッヂビー)  
11:30～12:00 大ゼミ室 閉会式 各ゼミ挨拶 

記念撮影 
12:00  解散  
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・分科会の発表順番	 

時間 ゼミ室	 A ゼミ室	 B ゼミ室	 C 
13:30 
	 ～ 
14:20 

A1	 早稲田 
ふるさと納税のこれまでと 
これから 
 

B1 C1	 宇都宮 
若者と年長者の情報収集事情 

14:30 
	 ～ 
15:20 

A2	 早稲田 
道の駅ほっとステーション 

B2	 四日市 
犬猫殺処分をゼロにできるの

か！？ 

C2	 法政 
学習環境の変革 
 

15:30 
	 ～ 
16:20 

A3	 中央学院 
住民たちが守る町内会 

B3	 四日市 
女性の働く環境 
 

C3法政 
自動車の、完全自動運転化に向

けて	   
 

16:30 
	 ～ 
17:20 

A4	   B4	 法政 
ペットに関する政策 
 

C4	 四日市 
リニア中央新幹線の開業によ

りストロー現象は起こるの

か？ 
	 

・共通テーマの発表順番	 

時間 大学名 テーマ名 
	 	  〜09:00 準備  
09:00～09:50 宇都宮大学 K1 大都市の交通渋滞をなくすには 
10:00～10:50 四日市大学 K2 大阪二重行政について水道事業を通して考える 
11:00～11:50 早稲田大学 K3 都市の一極集中は果たして悪か 
13:00～13:50 中央学院大学 K4 ブラックホール東京 
14:00～14:50 法政大学 K5 大学都市で歳をとろう 
14:50～15:20 先生方より講評、諸連絡 
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3.部屋割り	 

203	 早稲田	 新垣二郎先生	 

204	 四日市	 岩崎恭典先生	 

205	 早稲田	 辻隆夫先生	 

206	 四日市	 小林慶太郎先生	 	 

207	 中央学院	 李憲模先生	 

208	 法政	 武藤博己先生	 

209	 宇都宮	 中村祐司先生	 

	 

301	 302	 303	 法政・女子	 

304	 早稲田・女子	 

305	 拓殖・女子	 

306	 307	 308	 宇都宮/四日市・女子	 

309	 中央学院・男子	 

310	 宇都宮・男子	 

311	 312	 313	 314	 315	 316	 四日市・男子	 

317	 318	 319	 320	 早稲田・男子	 

321	 322	 323	 324	 法政・男子	 

	 

	 

	 宇都宮	 拓殖	 中央学院	 法政	 四日市	 早稲田	 合計	 

学生	 13	 2	 5	 27	 24	 15	 86	 

男	 4	 	 5	 16	 23	 13	 61	 

女	 9	 2	 	 11	 1	 2	 25	 

教員	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 8	 

合計	 14	 3	 6	 28	 26	 17	 94	 

	 

	 

	 

4.ワールドカフェについて	 

ルール、グループ分けは、ホームページに掲載しています。	 

ジョイント合宿当日までに自分のグループをご確認ください。	 

	 

5.スポーツ大会について	 

今年のジョイント合宿では、ドッヂビーを行います。	 

ルール、グループ分けは、ホームページに掲載しています。	 

ジョイント当日までにごグループを確認ください。	 

	 

	 

	 

	 

	 


