




◆持ち物参考程度に、その他必要なものは各自ご準備ください。 

 

 持ち物 備考 

 

□ しおり 紙媒体でも電子媒体でも可 

□ 発表資料 共通論題、自由論題全てを閲覧可能な状態で持参 

□ 筆記用具  

□ 1??の昼? 各自で持参 or1日目集合前に済ませること 

□ 
ハンドタオ

ル 
 

□ 
歯磨きセッ

ト 
 

□ 洗面用具  

□ バスタオル  

□ ドライヤー  

□ ヘアブラシ  

□ 寝間着  

□ 着替え  

□ 防寒具  

◆タイムスケジュール 1??：2019/12/13(?) 

 

時間 内容 場所 備考 

 

13:00 
受付(参加者確認、名

札・ルームキー配布) 

エントラン

スホール 
代表者 1名のみ受付へお越しください。 

13:30 開会式 大ゼミ室 
共通論題発表の準備をしてお集まりくだ

さ 

14:00 共通論題①  
発表 25分学生質問 15分教授陣質問 

10分 
15:00 共通論題②  

16:00 共通論題③  

17:00 入浴 浴室 前半(A)：?18:30 後半(B)：?20:00 

18:00 夕食 食堂 前半(B)：?18:45 後半(A)：?19:30 

19:30 代表者MTG 
エントラン

ス 
 

 

寝具シーツ・カバーは廊下から各自必要数を持って行ってください。 

練習のために大ゼミ室を開放します。 

飲酒は 2階小ゼミ室でお願いします。 

22:00 門限   

23:00 消灯   
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2??：2019/12/14(?) 

 

 内容 場所 備考 

 

7:30 朝食 食堂 8:30 までにお済ませください。 

9:00 共通論題④ 大ゼミ室 
発表 25分学生質問 15分教授陣質問 

10分 
10:00 共通論題⑤  

11:00 共通論題⑥  

12:00 昼食 食堂 お弁当を用意しています。 

13:00 自由論題① 大ゼミ室 

発表 20分学生質問 10分教授陣質問 

10分 

13:50 自由論題②  

14:40 自由論題③  

15:30 自由論題④  

16:20 自由論題⑤  

17:10 自由論題⑥  

18:00 夕食 食堂 前半(B)：?18:45 後半(A)：?19:30 

 入浴 浴室 前半(A)：?18:45 後半(B)：?19:30 

20:30 打ち上げ 大ゼミ室  

22:00 門限   

23:00 消灯   

3??：2019/12/15(?) 

 

 内容 場所 備考 

 

7:30 朝食 食堂 8:30 までにお済ませください。 

 各部屋清掃 各部屋 寝具シーツ・カバーは廊下の回収袋へ 

9:45 荷物移動 大ゼミ室 
部屋は施錠せず、ルームキーは大ゼミ室

へ 

10:00 

閉会式 講評 表彰 

テーマ・幹事校発表 

次幹事校挨拶 閉会の

挨拶 

大ゼミ室 
先生方各人 10 分まででお願いします。代

表の方は一言挨拶をお願いします。 

11:40 解散   

◆夕食、入浴のグループ分け Aグループ：武藤ゼミ、李ゼミ Bグループ：?林ゼミ、中村ゼミ、?屋

ゼミ、申ゼミ※利用時間は備考欄を参照、(A)(B)と表記しています。5/11 

 



◆発表一覧共通論題 

 

 ゼミ名 タイトル 

 

`$ 
中村ゼ

ミ 
「ゆるスポーツ」で切り拓く宇都宮の未来 

a$ 
武藤ゼ

ミ 
子供の体力低下 

b$ 
土屋ゼ

ミ 
?障がい者スポーツの今後? 

c$ 
小林ゼ

ミ 
ブラック国体 

d$ 申ゼミ 
「飯島米俵マラソン」を契機とした地域振興?行政依存からの脱皮×地元特

産の活用の例? 

e$ 李ゼミ 大学駅伝の在り方と、地域・行政の関わり方 

発表 25分学生質問 15 分教授陣質問 10分自由論題 

 

 ゼミ名 タイトル 

 

`$ 
中村ゼ

ミ 
新たな居場所づくりの形 ?地域・商業施設・キャンパスをつなぐ? 

a$ 
小林ゼ

ミ 
地域鉄道が存続するためには 

b$ 申ゼミ 選択的夫婦別姓制度のススメ 

c$ 
武藤ゼ

ミ 
空き家問題 ?大都会東京に空き家?!? 

d$ 
武藤ゼ

ミ 
日本の統合型リゾート実現に向けて 

e$ 
小林ゼ

ミ 
過疎地域の交通弱者が車を運転しないで住・済む社会 

発表 20分学生質問 10 分教授陣質問 10分※発表順で並んでいます。 共通論題の発表は 1日

目の午後、2日目の午前に 3チームずつ行います。 自由論題の発表は 2日目の午後に行います。

※発表順をよく確認し、迅速な準備をお願いします。※発表の際に使用する PC、また変換プラグが

必要な場合は持参してください。※1日目の発表は開会式後、そのまま移りますので発表の準備の

上お集まりください。6/11 



◆部屋割り 

 

RoomN

o. 
利用者 

 

RoomN

o. 
利用者 

 

教授陣 男子学生 

201 武藤先生 309 小林ゼミ④(4 名) 

202 岩崎先生 310 小林ゼミ⑤(3 名) 

203 李先生 311 土屋ゼミ(4 名) 

204 中村先生 312 李ゼミ①(4 名) 

205 小林先生 313 李ゼミ②(4 名) 

206 土屋先生 314 李ゼミ③(4 名) 

207 申先生 315 李ゼミ④(4 名) 

男子学生 316 中村ゼミ①(4 名) 

301 武藤ゼミ①(4名) 317 中村ゼミ②(2 名)＋申ゼミ(1名)  

302 武藤ゼミ②(4名) 女子学生 

303 武藤ゼミ③(3名) 319 武藤ゼミ①(4 名) 

304 武藤ゼミ④(3名) 320 武藤ゼミ②(4 名) 

305 武藤ゼミ⑤(3名)  321 武藤ゼミ③(3 名) 

306 小林ゼミ①(4名) 322 小林ゼミ①(3 名) 

307 小林ゼミ②(4名) 323 
小林ゼミ②(2 名)＋中村ゼミ(1

名) 

308 小林ゼミ③(4名) 324 申ゼミ(3 名) 

※詳細の部屋割りは各ゼミでお願いします。※318号室は体調不良者が出た場合の予備の部屋とな

ります。※人数の都合上相部屋になることがありますが、ご了承ください。◆参加人数※教授陣、

学生全員の人数です。法政大学 武藤ゼミ男性 18名女性 11名宇都宮大学 中村ゼミ男性 7名

女性 1名中央学院大学 李ゼミ男性 17名女性 0名中央学院大学 土屋ゼミ男性 5 名女性 0

名四日市大学 小林ゼミ男性 21名女性 5名山梨県立大学 申ゼミ男性 2名女性 3 名計 90

名(男性 70名  女性 20名)7/11 
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