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議事録議事録議事録議事録（（（（総会総会総会総会））））    

 

 

 

日時：2010年 3月 4日（木） 

 

場所：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 教室棟 5階 507号室 

 

参加大学（幹部生）：慶應義塾大学（斉藤 (M2),遠田(M1),山口(B4)）、工学院大学（杉田(M2)）、

芝浦工業大学（青木(M2),新井(M2),松本(M1),安藤(B4)）、千葉工業大学（和田(D2),鈴木(M2),

劉(M2),本田(M1),野沢(B4)）、東京工業大学（豊田(D3),寺西(M2),永江(M2),西本(M2),石毛(M1),

高橋(M1),森重(B4)）、東京農工大学（中島(M2),橘田(B4)）、日本大学（須賀(M2),葛西(M1),

星野(B4)）、法政大学（青木(B4)）、横浜国立大学（人見(M2),枡井(M2),松林(M2)）、早稲

田大学（今村(M1),梅原(M1),北島(M1),佐伯(M1),坂本(M1),本荘(M1)） 

 

（大学名五十音順、欠席者） 

 

記 

 

議題議題議題議題 1：：：：2010年度化工学会関東地区学生会年度化工学会関東地区学生会年度化工学会関東地区学生会年度化工学会関東地区学生会のののの役員役員役員役員のののの決定決定決定決定 

 

【2010年度の役員】 

役職 担当者（大学名） 

会長 本荘 俊樹   （早稲田大学） 

副会長 梅原 重治   （早稲田大学） 

  本田 侑一郎  （千葉工業大学） 

書記・HP管理 葛西 智彰   （日本大学） 

会計 松本 直子   （芝浦工業大学） 

窓口 梅原 重治   （早稲田大学） 

  本荘 俊樹   （早稲田大学） 

 

議題議題議題議題 2：：：：2009年度年度年度年度のののの企画企画企画企画についてについてについてについて 

2009年度に行われた企画について各担当大学から報告が為された。 
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議題議題議題議題 3：：：：2010年度年度年度年度のののの企画企画企画企画についてについてについてについて 

 

実施月 内容 担当大学 

5月 親睦会 慶應義塾大学 , 千葉工業大学 

6月 研究発表会 芝浦工業大学 , 日本大学 

7月 講演会 東京農工大学 

8～10月  （未定※1） 工場見学 早稲田大学 

10～11月 （未定※2） ワークショップ 東京工業大学※3 

 

※1 工場見学は工場側の都合上、休日開催が困難であるのと、学生がこの時期学会準備で

忙しいことから、実施月は変更の可能性がある。 

※2 ワークショップは実施場所の確保および企業側の方々のご都合により、実施月の変更

の可能性がある。 

※3 ワークショップはより横断的な協力の元に企画運営するが、東京工業大学が代表を担

い、中心的な役割を果たす。 

 

議題議題議題議題 4：：：：2010年度年度年度年度のののの方針方針方針方針 

� 全体方針全体方針全体方針全体方針についてについてについてについて 

来年度は、設立当初から学生会を引率してきた高橋 誠（東工大）、ワークショップを立

ち上げた豊田 倶透、若山 誠らが抜けることから節目の年となる。今後、幹部の若年化や

入れ替わりがあったとしても、月例企画やワークショップなどを運営していけるような仕

組みを構築することが2010年度の課題である。そのことから、2010年度の方針については、

組織の拡大に重点を置くのではなく、現状のクオリティーを維持しながら永続的に発展し

ていけるような仕組みを作ることに重点を置き、企画運営にあたることになった。 

 

� 新幹部生新幹部生新幹部生新幹部生をををを設設設設けることのできないけることのできないけることのできないけることのできない大学大学大学大学へのへのへのへの対応対応対応対応 

 今年度の参加大学で、来年度から新しい幹部生を設けることができなくなる大学が 3 大

学発生する。それらの 3 大学の対応については、脱退した大学の再参入が困難という点か

ら、連絡係を通して月例企画を周知する方法を 1 年間行い、様子を見ることに決定した。

幹部不在による結束力の低下や極めて低い参加率は学生会にとって大きな問題となる可能

性があり、脱退の可能性を含めて今後検討する。また、ワークショップなど人気企画では

参加希望者数が今後増加する可能性があるが、一方、運営規模には上限があるため、参加

者数を絞らなければならない可能性がある。それまで企画への参加率を考慮し、参加率の

高い学生を優先的に参加させるのが妥当であると考え、5月企画募集の段階で当該内容につ

いて学生に周知する。 
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� 2010201020102010年度以降年度以降年度以降年度以降のののの新規参加大学新規参加大学新規参加大学新規参加大学についてについてについてについて    

前項で述べたように、次年度に幹部を立てることが出来ない場合の取り扱いについて明

確な方針が立てられていないことから、新規大学の参加は見合わせることとなった。 

 

議題議題議題議題 5：：：：ワークショップワークショップワークショップワークショップについてについてについてについて 

2010 年度幹部の議決により、来年度もワークショップを開催することとなった。以下に

その概要を示した。 

 

【ワークショップ実行委員会】 

ワークショップ代表 ： 青木 悠一郎（法政大 B4） 

副代表： 石毛 克弥 （東工大 M1） 

副代表 ： 橘田 憲人 （農工大 B4） 

（幹部会の議決によって、副代表の増員を検討できる） 

 

【会場】 

ワークショップ会場：東京工業大学 大岡山キャンパス西 9号館講義室（仮） 

懇親会会場：東京工業大学第一食堂（仮） 

 

【日程】 

10月の後半または 11月の前半  

※学会や学園祭、ジョブテシオ主催の『化工系学生限定 業界研究セミナー』の開催日と

重ならない日程を調査したうえで開催日を決定する。 

 

【注意事項】 

1. 『SCEJ』をワークショップ名に冠する場合は、早め（4月後頃）に化学工学会関東支部

（以下、関東支部）へ申請する。冠名の使用申請は、関東支部事務局の南さんにする

（メールにて）。 

    

2. ワークショップ実行委員会には、各大学の幹部全員が属する。 

 

議題議題議題議題 6：：：：工場見学工場見学工場見学工場見学についてについてについてについて 

今年度の 10月企画において、学生会 OBを招いて、就職討論会を開催しようと計画して

いた。しかし、前年度からの改善が無く、OBに過度な負担がかかる現状に変化を与えるこ

とが出来なかったため、開催を取りやめた。2010年度では工場見学を行うことを検討する。  
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【工場見学の目的】 

工場見学は化工系学生に現場を知る機会を提供でき、ワークショップと同様に化工学生

会の『企業と学生を結ぶ』という趣旨に沿った企画ある。また、今まで、関東支部の下部

組織でありながら、学生会の活動が関東支部に認知されていないという問題があった。そ

のことから、関東支部の第 3 企画と連携することで、学生会の活動を関東支部に知っても

らうことも目的の 1つとなる。 

 

【工場見学の実行委員会役員】 

実行委員長：坂本 将也（仮）（早稲田大学 M1） 

副委員長：松本  直子      （芝浦工業大学 M1） 

 

【工場見学先】 

第 3企画委員長の常田 聡先生（早稲田大学）に見学可能な工場見学先をご紹介いただく。 

 

【開催日】 

受け入れ先の企業の都合や、工場見学が平日に行われることを考慮しなければならないた

め、開催日については見学先が決定した後に決めるということになった。開催日の目安と

して、講演会とワークショップの間（8～10月上旬）に開催することが望ましい。 

 

議題議題議題議題 6：：：：OB会会会会のののの設立設立設立設立についてについてについてについて 

2009年度の学生会幹部で有志を募り、2010年度を試行期間として OB会を設立すること

になった。OB 会長には青木 一途（芝浦工業大学 M2）が就任し、OB 会名簿の作成を行

う。作成された名簿は OB会所属者および、2010年度幹部によって共有される。学生会の

幹部は、必要に応じて OB会に協力を要請することができ、OB会に所属する者は原則的に

学生会からの要請に応じなければならない。また、学生会の縦のつながりを強化するため

に、OB と定期的にコミュニケーションを取れる機会が必要である。このことから、12 月

には『合同忘年会』の開催も提案された。 
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そのそのそのその他他他他：：：：2009年度年度年度年度およびおよびおよびおよび 2010年度年度年度年度のののの幹部幹部幹部幹部 

 

大学 2009年度幹部（2009年度学年） 2010年度幹部（2010年度学年） 

慶應義塾大学 斎藤 淳平  （M2） 遠田 安沙子 （M2） 

    山口 貴志  （M1） 

工学院大学 杉田 則夫  （M2）   

芝浦工業大学 青木 一途  （M2） 松本 直子  （M2） 

  新井 梨佳  （M2） 安藤 寛之  （M1） 

千葉工業大学 和田 善成  （D2） 本田 侑一郎 （M2）継続 

  鈴木 将士  （M2） 野沢 勝伸  （M1） 

  劉 邦    （M2）   

  本田 侑一郎 （M1）   

東京工業大学 豊田 倶透  （D3） 石毛 克弥  （M2） 

  寺西 幸子  （M2） 高橋 祐介  （M2） 

  永江 笙子  （M2） 青木 悠一郎 （M1）継続 

  西本 愛子  （M2） 森重 皓太  （M1） 

東京農工大学 中島 悠介  （M2） 橘田 憲人  （M1） 

日本大学 須賀 徹   （M2） 葛西 智彰  （M2） 

    星野 宏   （M1） 

法政大学 青木 悠一郎 （B4）   

横浜国立大学 人見 哲男  （M2）   

  枡井 康広  （M2）   

  松林 啓太  （M2）   

早稲田大学 梅原 重治  （M1） 今村 仁哉  （M2） 

    梅原 重治  （M2）継続 

    北島 淳志  （M2） 

    佐伯 努   （M2） 

    坂本 将也  （M2） 

    本荘 俊樹  （M2） 

以上 

 

文責：青木一途 


