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ジョイント合宿  

2018 しおり 
◆幹事校より 

 2018 年度ジョイントセミナー合宿の幹事は、四日市大学小林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。また、今回のジョイントセミナーは 1日合宿日数を減らした異例な開催の為、

様々な所でご迷惑などがかかると思いますがよろしくお願い申し上げます。 

 

1. ジョイント合宿 2018 について 

 ・日程  2018 年 11 月 30 日（金）～1 日（土） 

 ・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）/ 中央学院大学（李・土屋ゼミ） 

      法政大学（武藤ゼミ）/山梨県立大学（申ゼミ）/ 四日市大学（小林ゼミ） 

 

 ・共通テーマ 【地方ＶＳ東京】 

・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）6,000 円、昼食 500 円、打ち上げ費 1,500 円】 

中央学院大学以外の方 6,000 円 

   【内訳宿泊費（1 泊 2 日朝夕 4 食）4,000 円、昼食 500 円、打ち上げ費 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 
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◆アクセス 

 ・自動車：[富津館山道路 富浦 IC]－国道 127 号線ー[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） 

◆幹事連絡先 

 四日市大学小林ゼミ 

 ジョイント総幹事  松岡宏亮 

 

MAIL：shizuha104@gmail.com（ジョイント合宿 2018 専用） 

 

＜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。 

・食事時間中は、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。 

 

＜打ち上げ等の飲酒と喫煙・その他について＞ 

・指定場所・指定時間以外での飲酒は認めません。部屋飲みは一切禁止です！ 

・1 日目終了後に飲みたい方は、小ゼミ室 C を開放しますので、そこで飲むこと。 

・2 日目の打ち上げ後も、大ゼミ室のみ、飲酒可です。例年 1 階ラウンジ等での飲酒・談話

等が見られますが、就寝中の管理人さんに迷惑がかかりますので厳に謹んでください。 

・片付けは各自がすること。 

・先生方は例年通り 2 階ラウンジで飲んでいただくことも可能です。 

 

・喫煙場所は 1 階ラウンジのみ。タイムスケジュールの食事の時間は禁煙とする。 

・禁煙時間 

 →1 日目：夕食 18:00～19:30 

  2 日目：朝食 7:30～8:30 昼食 12:00～13:00  
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＜持ち物＞参考に！ 

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。 

 

2. タイムスケジュール 

11 月 30 日（金） 

時間 場所 スケジュール 

11:30～11:55 

エントランス 

各大学幹事集合・幹事会、打ち合わせ 

12:00～ 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～ 大ゼミ室 開会式 各ゼミ挨拶、スケジュール確

認 

12:45～13:30 大ゼミ室 自由論題発表① 50 分(発表 20 分、質疑 15 分、

教員から 10 分、休憩・準備 5

分) 

13:35～ 

大ゼミ室 

自由論題②  

14:25～ 自由論題③  

15:15～ 自由論題④  

16:05～  自由論題⑤  

16:55～ 自由論題⑥  

17:45～ * 自由論題⑦  

18:30～ 食堂 夕食 大学により、前半(19:05 まで)

と後半(19:05～19:40)に分け

る 

18:30～ お風呂 各自お風呂 20:30 までに済ませる 

20:00～ エントランス 幹事会打合せ  

20:30～ 

大ゼミ室 

コンパ・抽選会 ビンゴ大会等を含む飲み会 

22:00 頃まで 

22:00～23:00 飲み足りないあ

なたへ 

飲酒できる部屋として大ゼミ

室を開放（ほかの部屋での飲

酒は厳禁） 

23:00 全体 消灯  
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12 月 1 日（土） 

■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 11 月 30 日(金) 

時間 大学名 

18:30～19:05 宇都宮 法政 （四日市） 

19:05～19:40 中央学院 山梨  （四日市） 

 

■お風呂 

※人数が多いので時間差で入浴をお願いします 

時間 大学名 

18:30～19:30 四日市 山梨 中央学院 

19:30～20:30 法政 宇都宮 

時間 場所 スケジュール 

7:30～8:30 食堂 朝食 二日酔い等の学生を含め、

全員 8:30 までに済ませる

事 

8:30～ 各部屋 室内清掃 9:00 までに各部屋の清掃

を済ませ、荷物を持って大

ゼミ室に集合 

9:00～ 

大ゼミ室 

共通論題発表① 60 分(発表 20 分、質疑 20

分、教員から 10 分休憩・

準備 10 分) 

10:00～ 共通論題発表②  

11:00～ 共通論題発表③  

12:00～ 食堂 昼食 お弁当 

13:00～ 

大ゼミ室 

共通論題発表④  

14:00～ 共通論題発表⑤  

15:00～  共通論題発表⑥  

15:50～ 諸連絡等  

16:00～ 大ゼミ室の片付け 椅子のみにして、閉会式後

すみやかに部屋を明け渡

せるように 

17:00～ 総評・表彰式・閉会

式・部屋の片付け） 

完璧に終わらせる 

18:00 解散 
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3. 部屋割り＆参加人数 

＜教員＞ 

中央学院大学  ツイン 1 部屋 

四日市大学   ツイン 1 部屋 

法政大学    ツイン 1 部屋 

宇都宮大学   シングル 1 部屋 

山梨県立大学  シングル 1 部屋 

＜学生＞ 

土屋ゼミ     3 部屋 

李ゼミ      4 部屋 

四日市大学 男子 5 部屋 女子 2 部屋  

法政大学  男子 4 部屋 女子 4 部屋 

宇都宮大学 男子  1 部屋 

宇都宮大学・山梨県立大学  女子 1 部屋 

 

■参加人数 

 

学校:ゼミ 教員を含めた数 

中央学院土屋ゼミ 12 人 

中央学院李ゼミ 19 人 

宇都宮 5 人 

法政 27 人 

山梨 3 人 

四日市 24 人 

計 88 人 
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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！ 

  


