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ジョイント合宿  

2016 
◆幹事校より 

 2016 年度ジョイントセミナー合宿の幹事は、中央学院大学 李・土屋ゼミが務めさせて

いただきます。今年度も有意義な合宿となるように精一杯努力しますので皆さん、よろし

くお願い申し上げます。 

 

◆ジョイント合宿 2016について 

・日程：2016 年 12 月 2 日（金），3 日（土），４日（日） 

    12 月 2 日の集合時間は 12 時に各自現地集合です。 

・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）/山梨県立大学（申ゼミ）/中央学院大学（李・土屋ゼミ） 

法政大学（武藤ゼミ）/ 四日市大学（岩崎・小林ゼミ） 

・共通テーマ『地域の中の外国』 

・参加費 

中央学院大学の学内の方 8,000 円 

内訳【宿泊費（2 泊 3 日朝夕 4 食）一泊 3,000 円×2 泊、昼食 500 円、打ち上げ費 1,500 円】 

中央学院大学以外の方 10,000 円 

内訳【宿泊費（2 泊 3 日朝夕 4 食）一泊 4,000 円×2、昼食 500 円、打ち上げ費 1,500 円】 

・web サイト http://joint2016.web.fc2.com 

 

◆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：[富津館山道路 富浦 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 ：内房なのはな号（東京駅―館山駅） 



 



3 

 

◆持ち物 参考にしてください！ 

筆記用具、しおり（各自で印刷して持参するか、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：聴講希望の発表分のそれぞれについて、各自で印刷して

持参するか、電子媒体で閲覧可能な状態での持参）、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 

 

 

◆タイムスケジュール 

12 月 2 日（金） 

 

 

 

 

時間 場所 スケジュール 

12:00～12:30 エントランス 集合・チェック

イン完了 

チェックイン時に各大学のプロ

ジェクターお預かり 

12:30～13:00 大ゼミ室 幹事打ち合わ

せ・確認 

 

13:15～13:45 大ゼミ室 開会式 各ゼミ挨拶、スケジュール確認

等 

13:45～14:40 小ゼミ室・大ゼミ室 分科会① 45 分(発表 25 分、学生質疑応答

10 分、教員講評質疑応答 10 分) 

 

※各発表班 PC 持参 

14:45～15:40 小ゼミ室・大ゼミ室 分科会②  

15:45～16:40 小ゼミ室・大ゼミ室 分科会③  

17:30～22:00  大浴場 入浴  

18:00～19:30 食堂 夕食 2 組に分かれて 45 分ずつ 

20:00～22:00 大ゼミ室 共通班発表リハ

ーサル 

 

各校 30 分 

22:00～ 小ゼミ室 A 幹事打ち合わせ  

23:00 各部屋 消灯 セミナーハウス消灯時間 
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12 月 3 日（土） 

 

 

12 月 4 日（日） 

時間 場所 スケジュール 

07:30～08:30 食堂 朝食  

08:30～09:00 エントランス 各部屋の清掃・荷物の移動 

→各部屋、責任をもって「来た時

よりも美しく！」お願いします。 

荷物は大ゼミ室へ 

09:00～11:00 体育館 スポーツ（ドッジボール） 記念撮影 

11:00～11:30 大ゼミ室 閉会式 各ゼミ挨拶 

11:30  解散  

 

 

 

 

 

 

 

時間 場所 スケジュール 

07:30～08:30 食堂 朝食  

09:00〜10:20 大ゼミ室 共通テーマ発表① 80 分(発表 30 分、学生質

疑応答 30 分、教員講評質

疑応答 20 分) 

各発表班 PC 持参 

10:30～11:50 大ゼミ室 共通テーマ発表②  

11:50～13:00 食堂・大ｾﾞﾐ室 昼食 お弁当 

13:00～14:20 大ゼミ室 共通テーマ発表③  

14:30～15:50 大ゼミ室 共通テーマ発表④  

16:00～16:30 大ゼミ室 講評・諸連絡  

17:00～20:00 大浴場 入浴  

18:00～19:30 食堂 夕食 2 組に分かれて 45 分ずつ 

20:00～20:30 大ゼミ室 総評・表彰式  

20:30〜22:30 大ゼミ室 打ち上げ・ビンゴ大会  

23:00 各部屋 消灯 セミナーハウス消灯時間 
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◆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 12 月 2 日(金) 

時間 大学名 

18:00～18:45 宇都宮 四日市 

18:45～19:30 法政 山梨県立 中央学院 

 

2 日目 12 月 3 日(土) 

時間 大学名 

18:00～18:45 法政 中央学院 山梨県立 

18:45～19:30 宇都宮 四日市 

 

 

◆お風呂 

※女性は人数が少ないので時間は気にしないで大丈夫です 

1 日目 12 月 2 日(金) 

時間 大学名 

17:30~19:00 法政・宇都宮 

19:00~20:30 四日市・山梨県立 

20:30~22:00 中央学院 

 

2 日目 12 月 3 日(土) 

時間 大学名 

17:00~17:50 中央学院 

17:50~18:40 四日市・山梨 

18:40~19:30 宇都宮・法政 

 

 

◆共通班リハーサル 

1 日目 12 月 2 日(金)  

時間 大学名 

20:00～20:30 四日市 

20:30～21:00 法政 

21:00～21:30 宇都宮 

21:30～22:00 中央学院 
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◆発表スケジュール 

 

1 日目/12 月 2 日（金）【分科会発表時間】 

時間 小ゼミ室 A 小ゼミ室 B 小ゼミ室 C 大ゼミ室 

13:45 

~ 

14:40 

中央学院大学 

18 歳選挙について 

～若者の政治感覚に迫

る～ 

法政大学 

Cool Japan 

～真の Cool とは何か

～ 

宇都宮大学 

いま求められる『まち

づくり』とは 

四日市大学 

三重県にとっての

伊勢志摩サミット 

14:45 

~ 

15:40 

中央学院大学 

我孫子市の社会福祉 

法政大学 

若者の投票率はなぜ低

いのか～18歳選挙から

考える～ 

宇都宮大学 

都市における公共自転

車（シェアバイク）導

入の課題ついて 

四日市大学 

子育て社会の未来 

15:45 

~ 

16：40 

中央学院大学 

これからの「自治力」

～環境モデル都市・飯

田から学ぶ～ 

法政大学 

ものづくり研究特区 

～東京一極集中を考え

る～ 

四日市大学 

超高齢社会～高齢者に

とって暮らしやすい地

域とは～ 

四日市大学 

コンビナートと津

波火災 

 

 

 

2 日目/12 月 3 日（日）【共通会時間】 

時間 大学名 テーマ 

   〜09:00 ～準備～ 

09:00～10:20 法政大学 『PERFECT CITY』 

10:30～11:50 中央学院大学 『ヘイトスピーチと在日特権の実態』 

11:50～13:00 ～昼休憩～ 

13:00～14:20 四日市大学 『地域の中の外国～移民と教育～ 』 

14:30～15:50 宇都宮大学 『外国人と防災』 

16:00～16:30 先生方より講評、諸連絡 
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◆部屋割り＆参加人数 

・教員 

201 中央学院 土屋耕平先生   

202 中央学院 李憲模先生 

203 宇都宮  中村祐司先生 

204 山梨県立 申龍徹先生  

205 法政 武藤博己先生 

206 四日市 岩崎恭典先生 

207 四日市 小林慶太郎先生 

 

・学生 

301 302 303 法政・女子 12 人（3 部屋） 

304 宇都宮・女子 4 人（1 部屋） 

305 中央学院 1 人・四日市 1 人・山梨県立 2 人・女子 4 人（1 部屋） 

306 307 308 法政・男子 11 人（3 部屋） 

309 310 311 312 313 中央学院・男子 21 人（5 部屋） 

314 宇都宮・男子 3 人（1 部屋） 

315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 四日市・男子 41 人（10 部屋） 

※備考：初日に泊まる人数を書いています。 

    今回は、例年より多い参加のため空き部屋がありません。部屋の割り振りなど、

ご協力をお願いいたします。 

    中央学院幹事室：311（議事録用紙提出場所） 

 

◆参加人数 

 宇都宮 中央学院 法政 四日市 山梨県立 合計 

学生 7 22 23 42 2 96 

男 3 21 11 41 0 76 

女 4 1 12 1 2 20 

教員 1 2 1 2 1 7 

合計 8 24 24 44 3 103 

 

◆スポーツ大会について 

 種目はドッジボールです。 

 チーム分けはホームページに掲載しているので、当日までにご確認ください。 
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◆セミナーハウス地図 

 

 

 

みんなで協力して意義深いジョイントセミナーにしましょう！  


