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K.U.E.L.説明資料 

 

 

◆K.U.E.L.とは、 

関東学生英語会連盟の総称。関東 44 大学 46 団体の約 3350 名が加盟する組織で

す。加盟する全ての団体への最大共通利益の提供を理念とし日々追求しています。 

 

【存在意義】 

1. 英語活動の場の提供 

2. 交流・情報共有の場の提供 

3. 教育の場を提供 

上記３つを達成することで E.S.S.界を発展させる 

 

【主な仕事内容】 

年度初めに決定した、K.U.E.L.が考える全国の ESS 界の理想状態（ゴール）を

達成するために、方針を立て、目的達成のために必要な要素を洗い出すこと。そ

してそのプロセスの中で必要となる、各組織や会議、大会（総会・執行委員会・

代表者会議・連盟委員会・実行委員会、大会セミナー）を運営する。 

＊ 具体的な仕事は各役職者の仕事を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メリット】 

1. E.S.S.界に貢献することができる。 

2. 各大学・各活動における E.S.S.部員と交流を持つことができる。 

3. 各大会を通じて組織運営における要点を学ぶことができる。 

4. その代のオリジナリティーをだせる。 

5. 多種多様な価値観や問題を経験することで成長を見込める。 

6. 目的思考を身に着けられる。 

7. 本質論に触れられる。 

8. かけがえのない仲間ができる。 

9. マネージする際にかかる経費は経費で落ちるため、キャンプやセミナーで

宿泊する際の費用が一切かからない。 

 

【デメリット】 

1. お金と時間がかかる。（多くの諸経費が落ちるといえども、会議中の飲食

代・後の交際費などを考えると、やっぱりお金がかかる） 

2. 時間の制約が大きい。（基本的にすべての行事に参加するため） 

3. 就職活動と少しかぶる。（春セミとかぶって大変な時期がある） 
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◆コンセプト 

Commencement という単語には、“終わり”と“始まり”という２つの意味が

あります。まず私たちは、盲目的な過去の踏襲をやめ、過去 40 年間積み上げら

れてきた K.U.E.L.の歴史や威光にただ頼ることから”卒業”しようと思います。

そして 42 年目の新たな K.U.E.L.として、これまでよりも、より能動的に発信を

し、より魅力的で、より E.S.S.界の活性化を牽引していく存在であろうと考えて

います。その為の”始まりの一歩”として、“Commencement”という言葉を掲

げ、以下の３つの理想を達成しようと考えています。 

１つ目は、体内的にも対外的にも魅力的で、たくさんの人で溢れている存在であ

ること。そのために、私達が提供するもの全てにこれまで以上に創意工夫を凝ら

していきたいと思います。 

２つ目は、K.U.E.L.を中心に E.S.S.界がより結束すること。そのために、これ

まで以上に各大学や団体との繋がりを大切にし、E.S.S.の活性化の為のサポート

に心血を注いでいこうと思います。 

３つ目は、距離が近い存在であること。そのために、どんな小さな声でも届きや

すいインフラの整備をはじめ、その声に応えられる柔軟な思考とフットワークの

軽さを心がけていきたいと思います。 

上記のような K.U.E.L.を目指すことで、所属するすべての団体、そして E.S.S.

界全体が更に発展することが出来ると信じています。 

 

 

 

 

 

 

◆最後に 

こんにちは。ESS 引退おめでとう。４年生をどう過ごそうかきっと迷っている

ことでしょう。正直執行はしんどいことが多いです。委員長は精神的にきついこ

ともあります。けれど、縁あってこの紙面に目を通してくれた皆さんには、選択

肢の１つとして、あえて K.U.E.L.執行を強く推したいと思っています。それは、

この１年で僕が K.U.E.L.から得たものは、何物にも代えがたい素晴らしい経験

だったからです。もちろん、可能性のある原体験をすべて定量化して比較するこ

とはできません。けれど、きっと１０年後、人生を振り返った時に胸を張って誇

れること、僕の人生において重要な分岐点であったと言えること、それは間違い

なく委員長をしたことだと、僕は強く信じています。 

ESS は大学の１つのサークルに過ぎません。けれども、毎年入学する何千

人もの学生が何千ものサークルの中から選び、縁あって集いあう。そんな

人たちの小さな小さな円、それがサークルだと思っています。そして関東

の 44 大学、46 団体の小さな円同士が同じ理想を追い求め少し大きな円に

膨らんだもの、それが K.U.E.L.だと思っています。サークルで生まれた縁

を大切に。そして、もっともっと大きな円を描けますように。縁と円。

K.U.E.L.の執行として、委員長として、その大きな円の真ん中で、もっと

もっと大きな縁を築けますように。そう願ってやみません。 

 

 

文責：2012 年度関東学生英語会連盟 

委員長並びにスピーチ担当 

早稲田大学４年 

角野匠（Takumi KAKUNO） 
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K.U.E.L.役職及び担当説明 

＜役職別＞ 

委員長 

１．仕事内容 

1. 執行内をまとめる 

2. 他役職者、実行をサポートする 

3. 大会のアドレス・グリーティングの作成 

4. 有事の際に責任を取る 

 

２．感想 

ここまで読んでくれてありがとう。執行になること、委員長になること、正直つ

らいこと、忙しいこと、大変なことだらけです。けれども、執行としての１年間

は僕自身を大きく成長させてくれたと断言できるし、最高の仲間ができて幸せだ

と感じています。未来の ESS 界は K.U.E.L.執行の手に委ねられています。日々

衰退の一途をたどっている ESS 界をこのまま衰弱させていくのも、はたまた一

気に飛躍させるのも執行次第です。人生は選択の連続です。４年生をどう過ごす

か、きっと選択肢は多いと思います。でも、ここでしか、この選択でしか得られ

ない経験もきっと多いと思っています。そんな未来の執行が選んだ点と点が、

K.U.E.L.のこれからの点と点に重なって、この先もずっと伸びる美しい直線を描

きますように。そう願ってやみません。 

 

 

 

 

 

 

 

副委員長 

１．仕事内容 

① 総会の議長 

② 春セミ、夏セミでの大会責任者 

③ 飲み会の幹事 

④ K.U.E.L.全体管理 

⑤ 組織の確立 

⑥ 委員長との信頼関係 

 

２．感想 

副委員長は決まった仕事がなく、非常に柔軟なポジションです。それ故に、自分

自身が何をしたいのか、何をするべきなのかを考え、行動を起こしていかなくて

はなりません。この副委員長の動きが組織の安定性を左右していると私は考えて

います。何が起きても動じない心強さと熱い思いと信念を持っている人、そして

広い視野を持ち的確なアドバイスができる人が適任であると思います。 
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総務 

１．仕事内容 

5. 連盟会の企画・運営 

6. 連盟会の出欠確認 

7. 連盟委員の管理・ケア 

8. 総合事務 

9. その他（事務所の清掃など） 

 

２．感想 

総務では、事務的な仕事と実務的な仕事を両方こなし、両方の面で成長を

実感しています。 

事務作業では単純に、事務効率が良くなりました。タイピングスピードは

かなり早くなり、エクセル・ワードのノウハウ、そして見やすい議事録や

報告書の作成方法などを学びました。 

実務面では、企画運営を学びました。何か大きな企画をする際、企画書を

作成し当日までにいつ何をどうするか明確化することで、確実に企画成功

のプロセスをたどることができます。その方法を、実践を通して知ること

ができました。 

総務は仕事量が多くて大変だとよく耳にしますが、それは最初だけです。

慣れればどうということはありません。なんでもさらっと器用にこなせる、

カッコいい総務になって下さい。ヽ(o´∀｀o)ﾉ 

 

 

 

 

渉外 

1．仕事内容 

① 春・夏の大セミナーの際の旅行代理店とのコミュニケーション 

② 大会の協賛・後援企業の担当者とのコミュニケーション,新規開拓 

③ 担当セクションの渉外の仕事 

⇒K.U.E.L.と関わるスポンサー企業様と K.U.E.L.を繋ぐ仕事です。 

 

２．感想 

◎渉外は「めちゃくちゃ楽しい」です☆ 

渉外の仕事は大変なこともありますが、とてつもなく楽しいです。旅行代理店の

打ち合わせにいけばくだらない話で盛り上がりますし、企業の人と仲良くなれば

おごりで飲みに行けたりします。全セクションに関われるので、他セクションの

人とも仲良くなれます。 

渉外は、会社でいう営業と同じようなものです。なので、人によって向き不向き

があるかもしれません。どんな状況でも楽しめるポジティブな人なら確実に向い

ていますし、人付き合いが苦手だけど、チャレンジしてみたいという志がある人

ならかなり成長できます。 

興味があれば、渉外の詳しいページをご覧下さい☆ 
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財務 

１．仕事内容 

 K.U.E.L.の１年間の予算作成・決算の管理 

 J.U.E.L. and K.U.E.L.で必要な備品の管理 

 K.U.E.L.で開催される全大会の会計業務 

 J.U.E.L.で開催される大会の会計業務 

 オリンピックセンターでの代表者、会場取り。 

 

２．感想 

財務の仕事は本当に裏方の仕事で毎日コツコツ同じことを繰り返していき、ほぼ

表舞台には出てきません。ただし、財務がいない、しっかりしていないとこの

K.U.E.L.という組織そのものが成り立たないので前には出ませんが、一番責任の

ある仕事であると感じています。本当に関東・全国を支える縁の下の力持ちの存

在です。さらには、動かすお金の規模・使い方など普通の大学生活・サークル・

部活の会計役職では絶対に経験できないほどのことを体験出来ます。 

本当にこれは、将来経営などの仕事を考えている人には一番の経験になるのでは

と感じています。自分も実際その動機でこの財務の仕事に挑戦しました。 

また、財務業務に初めての人でもそこは心配いりません。自分自身も生まれて初

めての財務ですが大変・知識がないと到底無理ということはありません。しっか

り引き継ぎさせていただきますので財務に興味が少しでもあるという方は是非

財務という仕事を検討してもらいたいです。 

 

 

 

 

広報 

１．仕事内容 

広報の仕事は、主に以下の４つです。 

・KUEL プレス、KUELers プレスの作成 

・HP、Twitter、FB、ブログの作成 

・大会、代表者会議、連盟委員会での写真撮影 

・議事録の作成 

 

２．感想 

広報は比較的自由度の高い仕事です。そのため、自分から何か新しい仕事や

企画を持ち込みたいタイプの人にはうってつけの役職です。また、その性質

上 K.U.E.L.の印象を広報の手腕一つでがらりと変える力も持っています。ど

ういう K.U.E.L.にしたいか、どんな K.U.E.L.に見られたいか。それは全て

あなたの手の中です。 
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＜セクション別＞ 

Value Discussion 

１．仕事内容 

・Freshmen Meeting（パンツ 700 人、オブザーバー100 人） 

・夏セミへの参加（40 人規模） 

・LOVE の開催（パンツ 200 人、ネイティブ 40 人） 

・新規企画（例年ディスです。100 人規模） 

上記大会の企画運営、実行委員の管理。 

 

２．感想 

◎フレッシュマンミーティングは新入生向けの重要な大会です。 

フレッシュマンミーティングは、新入生 500 名が集う大規模な大会です。５月

に行われるということで、就職活動と重なる大変な時期ですが、タイムマネジメ

ントが抜群に上手くなります。準備は大変ですが、最高にやりがいがあります。 

わたしは、大会の運営をしたことがなかったため、いつも手探り状態でし

た。当日も失敗したといっていいくらいうまくいきませんでした。大会に

向けて、実行委員集めや会場確保その他計画に多大な時間を費やしますが、

最高に楽しい時間を過ごしました。もう一度やりたいくらいです。 

 

◎外国人との異文化交流ができるユニークな Discussion です。 

LOVE2012 は、毎年テーブルにネイティブスピーカー（今年は英語を話す外国

人）を招いて一緒にディスカッションをする Value Discussion Meeting です。

「気づき」をコンセプトに置き、周りの家族、友人、恋人、英語の楽しさ、など

普段意識することがあまりない周りの存在の大切さなどに気が付くことを目的

としました。 

 

 

P.D.D. 

１．仕事内容 

・春セミ（600 人、うちディスは 400 人） 

・アッセン（300 人規模）JUEL 主催だから来年は関西かも。 

・夏セミ（30 人規模） 

実行委員の招集。ＰＤＤ担当の仕事は基本的にはＰＤＤの人達と連携し、

大会を作り上げることです。仕事内容としてはＰＤＤの方々が大会を作っ

てくれるので、その手伝いをすることが仕事になります。例年だと予算は

春の大セミナーで１４００万円程度（スピーチと共同開催ですが）ありま

す。具体的な仕事としては当日必要なものを発注・確認・購入です。 

 

２．感想 

K.U.E.L.が主催する P.D.D.大会は 3 つあり、中でも春の大セミナー、Assembly

は P.D.D.界において非常に重要な大会であり、参加者のために最高な舞台を用

意しなければなりません。そのために P.D.D.担当は実行委員会と事前に入念な

チェック・シミュレーションを行い、どんなに小さなことでも対策をする必要が

あります。そのため P.D.D.を経験していることが望ましいですが、小さな気遣

いができるような方も向いていると思います。 
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Speech 

1．仕事内容 

1) 各種メーリスの作成・管理(インストラクター・チーフ・渉外・オープン大会

実行委員長) 

2) インストラクターの募集 

3) インスト長、各セミナー・大会の実行委員長選出 

4) セミナー・大会・ブレスト会・納会等の各イベントの開催 

5) 4)に伴ってインスト会議出席・議事録作成・データ管理 

6) インスト名簿配布(3 月上旬までに) 

7) 現役生からの問い合わせ対応 

8) 大会運営 

・春の大セミナー（150～200 人規模） 

・EAST JAPAN (150～200 人規模) 

・JUEL CUP （100 人～150 人規模、例年えぐる）JUEL 主催なので来年

は関西開催かも。その辺話し合って。 

・夏の大セミナー (50 人規模) 

・GOLDEN CUP （100 人規模、今年は予選会を開催したよ） 

 

２．感想 

ぶっちゃけ、セクション担当としては一番えぐいのがスピーチ担当かもし

れません。実質、K.U.E.L.執行とインストラクターの二足のわらじを履く

ことになります。けれども、それだけ現役生と関わる時間も多いし、実行

と仲良くなることもできます。スピーチ界は停滞状態です。そんな現状に、

にインストタッグを組んで斬新な企画、や JUEL 杯の改革などに取り組ん

で新しい風を吹かせてくれるとうれしいなーと思っています。スピーチ愛

に溢れた人、大募集。 

P-Debate 

１．仕事内容 

 P-Debate 担当の仕事は、主に以下の 5 つです。 

・実行委員集め 

・会場確保 

・K.U.E.L.-J.P.D.U.ワークショップの内容作成 

・ワークショップ準備(インビテ・アプリケ送信、備品買い出し等) 

・ワークショップ当日の雑務（会場準備、追加の買い出し等） 

 

２．感想 

K.U.E.L.にパーラメンタリーディベート部門があることをご存知でし

たか？K.U.E.L.のディベートといえばアカデミックディベートが主流

なため、そもそも人口に膾炙しておらず、なかなか K.U.E.L.イベント

として根付かない現状があります。しかし、裏を返せばほかのセクショ

ンに比べてこれから K.U.E.L.が介入していけるのびしろを大きく備え

ている部門でもあります。夏セミのアンケートでディベートにも興味が

あるという意見も多くみられました。夏セミや春セミにパーラーを招い

てみるのもいいのではないかなと思ったりしています。パーラーをこれ

か K.U.E.L.を代表できる部門として発展させていっていただけると幸

いです。 
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A-Debate 

１．仕事内容 

 A-Debate 担当の仕事は以下の 8 つです。 

・大会までのワークフロー作成 

・実行委員集め 

・大会の情報共有 

・会場確保 

・マネージ KUELer の確保 

・マネージ KUELer への仕事割振り 

・大会当日の雑務（会場準備など） 

・オルジャの開催は JUEL なので来年は関西かも。話し合って。 

 

２．感想 

自分はアカデミックディベート出身ではなく、全く NAFA 側からルール説明な

どからしてもらった身分でした。色々と大会の行われ方などの質問・要望も出し

ていきましたがとても感じていることはやはり自分が所属していたセクション

のほうが確実に NAFA 側にもとても有意義な意見を出せると感じています。 

アカデ担当は 2 つの大会しかありまんが、本当に全国を巻きこんな大会があるの

はアカデだけです。さらには、2 つともアカデミックディベートセクションの人

たちにとっては引退試合と決めているほどの大事な大会なのでとてもやりがい

があり、責任感も多いにありま.す。アカデ担当に興味のあるかた是非やってみ

ませんか？ 

 

 

 

 

Drama 

１．仕事内容 

・ドラマセクション交流会の企画立案及び運営 

・Drama会議 

・ワークショップの開催 

・夏セミへの参加 

 

２．感想 

今年は Drama の活動を積極的に行ってきました。上記の定期会議やワークショ

ップ、夏セミへの参加などです。しかしこれらは Drama セクションの交流にお

ける第一歩でしかありません。K.U.E.L.としてこれからも Drama セクションの

交流を推進し、いずれは K.U.E.L.で公演打てるようになればいいなと思ってい

ます。よって、今年行った上記のことは継続し、さらなる活動を追加してくれる

ことを期待しています。 

 

Guide 

１．仕事内容 

なし 

 

２．感想 

今年は K.U.E.L.として Guide セクションに対しては何も行いませんでした。そ

の理由としては、Guide セクションに大学間の交流が不必要であると私が考えた

ということと、各団体のチーフが必要性を感じなかったからです。しかし Guide

の可能性は広く、考えれば多くの選択肢があったのではないかと今では思います。

K.U.E.L.に参加している以上、Guide の K.U.E.L.における活動を考えてもいい

のかもしれません。これは課題として来季の担当者にお任せします。 
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関東学生英語会連盟 

～役職紹介～ 
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委員長担当 

 

文責：2012 年度委員長並びにスピーチ担当 

早稲田大学４年 

角野匠（Takumi KAKUNO） 

 

どうも、こんにちは、委員長の角野です。今日話したいことは３つ。①委員長の仕事内容説明、②あったら便利

な素養（身に付く能力）、③最後に、です。こんな感じのコンテンツで説明していこうと思います。しばしお付

き合いください。比較的さらっと書いています。いい面ばかり書いたりもしています。笑 詳しくしりたい！委

員長に興味ある！って場合は個人的に話しましょう。ガッツリなことは全部引継ぎにまとめてあります。 

 

じゃあ、まず１つ目の仕事内容から。 

 

◆仕事内容 

１）執行のまとめ役 

２）K.U.E.L.方針の決定 

３）グリーティング、アドレス 

４）他役職、実行のサポート 

５）総会関連 

６）有事の際の責任を負う 

 

１） 執行のまとめ役 

執行委員は１２月頃に内定し、１月から正式に活動が始まります。この期間は特に大事で K.U.E.L.、ひいては

全国の ESS 界全体がどうなってほしいのか、１年後にどういう状態であってほしいのかという理想状態の定義

及び、それを達成するために K.U.E.L.がすべきことを話し合う期間だからです。であるにも関わらず、この期

間が例年おざなりにされている傾向にあります。時間が足りないことや執行委員同士がまだお互いのことを理解

しきれておらず腹を割って話せないなど理由はたくさんあるでしょう。でもだからこそ、そんなときにイニシア

チブをとって執行委員をまとめてほしいのが委員長なのです。そしてそんな黎明期をやっとこ乗り切った後に、

就活に被る春セミという一大イベントがあります。きっと執行も実行もなかなか思うように動かないでしょう。

そんなときにまとめてあげるのも委員長です。最後にもう一つ、執行活動も軌道に乗ってきたころにきっとモチ

ベーションの違いから執行間で歩幅が合わなくなることもあると思います。きちんと拾ってあげてください。自

戒を込めて。 

 

２） K.U.E.L.方針の決定 

どういう K.U.E.L.にしたいのか、どういう ESS 界になってほしいのか、そういう理想状態を定義できます。も

ちろん委員長が専制的に決められるものではありませんが、委員長の方針が強く反映されるのは間違いありませ

ん。関東の ESS 界で一番好き勝手やれる役職、それが K.U.E.L.委員長です。笑 

 

３） アドレス＆グリーティング 
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委員長の醍醐味であり、最も重要な仕事です。K.U.E.L.の顔として大会やイベントのたびに壇上に立ってのアド

レスと、パンフレットにグリーティングメッセージを寄稿します。聴衆の目線を独占できる快感は何物にも代え

られません。アドレスやべーとかっていう場合は別途アドレス講座資料がありますのでご安心を。 

 

４） 他役職、実行のサポート 

委員長は基本的に固定の仕事がほとんどありません。その理由は割愛しますが（詳しく知りたい場合は個人的に

話します）、だからこそ、K.U.E.L.全体を俯瞰してサポートにまわってあげられたらいいなーと思っています。

どんな些細なことでも、愚痴を聞くことでも、執行環境の整備、大事です。そしてもちろん、実行に対してのサ

ポートもすごく大事です。K.U.E.L.主催の大会運営は各セクションの実行委員（専門委員）に委託して行ってい

るため、相互の信頼関係を保つことはすごく大切だからです。K.U.E.L.の顔である委員長自ら会議に出向いたり、

実行委員と仲良くしたりすることで今年の K.U.E.L.はいいじゃん！ときっと思ってもらえるはずです！ 

 

５） 総会関連 

必要とあらば適宜総会を招集します。総会を通して、代表者の意見を聞くことで、客観的な監査が入り、独りよ

がりで独善的な運営をすることを防げます。 

 

６） 有事の際の責任 

委員長は言わずもがな K.U.E.L.のトップであるため監督責任というものがあります。なので、K.U.E.L.関連で

なにか事件が起こってしまった場合、たとえ自分が直接関与していなくても監督不行き届きということで、責任

をとる必要があります。責任の取り方は基本的に代表者の前での謝罪になると思います。 

 

◆あると便利な素養（身に付く能力） 

１） スピーチ能力 

２） 全セクションへの造詣 

３） 人脈 

４） コミュニケーション能力 

５） 目的思考 

７） 本質論 

６） 決断力 

 

１） スピーチ能力 

アドレス、グリーティングが大きな仕事の１つとしてあるので、スピ能力はあると便利。英語の綺麗さ、流暢さ

は K.U.E.L.の顔である以上オーソリティーにも繋がります。 

 

２） 全セクションへの造詣 

実行と仲良くする為、またセクション担当が休んでいないとき、総務からの相談など、自分のセクション以外の

知識があればいろいろと便利です。 

 

３） 人脈 

何かイベントの勧誘、大会のとき、あると便利。シューカツイベントなどの新規企画をするときに役立ちます。 
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４） コミュ力 

言わずもがな。自戒。 

 

５） 目的思考 

何かをするときには必ず、まずゴール（理想状態）から考えて、それを達成するためのステップを考えていかな

ければならないのです。 

 

６） 本質論 

なんで？どうして？詰めて、詰めて、詰めて。意味のないこと、理由付けがないこと、やる意味なし。 

 

７） 決断力 

最終決定権は委員長に帰属します。 

 

全部、あれば便利だけど、なくても必ず身につくからご安心を！ 

 

◆最後に 

ここまで読んでくれてありがとう。執行になること、委員長になること、正直つらいこと、忙しいこと、大変な

ことだらけです。けれども、執行としての１年間は僕自身を大きく成長させてくれたと断言できるし、最高の仲

間ができて幸せだと感じています。未来の ESS 界は K.U.E.L.執行の手に委ねられています。日々衰退の一途を

たどっている ESS 界をこのまま衰弱させていくのも、はたまた一気に飛躍させるのも執行次第です。人生は選

択の連続です。４年生をどう過ごすか、きっと選択肢は多いと思います。でも、ここでしか、この選択でしか得

られない経験もきっと多いと思っています。そんな未来の執行が選んだ点と点が、K.U.E.L.のこれからの点と点

に重なって、この先もずっと伸びる美しい直線を描きますように。そう願ってやみません。 
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副委員長担当 

松野貞之 

 

1.はじめに 

副委員長の決まった仕事というものはほとんどありません。春、夏の大セミナーの大会責任者は何もしなければ

何もしなくて済むし、飲み会も必ず開かなくてはいけないものではありません。それ故にこの副委員長という役

職は、比較的融通の利く役職とも言えます。副委員長という役職に興味があるのであれば、K.U.E.L.執行の中で

どのような立ち位置に立ち、どのような仕事をこなしていくのか、自分自身で決めてください。以下、参考程度

に私が副委員長という役職に就き、行ったことを書きます。 

 

2.副委員長 仕事内容 

ⅰ）春の大セミナー及び夏の大セミナーの大会責任者 

ⅱ）総会議長 

ⅲ）飲み会及び OB、OG 会の企画 

ⅳ）K.U.E.L.全体管理 

 

ⅰ）春の大セミナー及び夏の大セミナーの大会責任者 

執行に就任して最初にある最も大きな行事が３月下旬の春の大セミナーです。春の大セミナーは例年、Speech

と P.D.D.が参加する大会です。それぞれの実行委員の指揮のもと、郊外に赴き、２泊３日の合宿を行います。 

春の大セミナーの仕事内容は「インビテーション、アプリケーション管理」、「全体の企画」「全体の指揮」です。 

同様に８月下旬には夏の大セミナーがあります。ここでの仕事も春の大セミナーと同じです。 

 

私が今年行ったのは、夏の大セミナーの根本的な見直しと改革です。 

具体的には、「Drama と Value の追加」、「セクション合同の OC,CC」「セクション別の参加費」、「セクション間

レクチャー」、「フォークダンス」、「セクション合同飲み会」です。 

それぞれの改革において企画書を作成し、執行及び実行委員との話し合いの下、合意に至り実行しました。 

 

ⅱ）総会議長 

副委員長は定期総会、臨時総会で議長を務めます。議長は議事進行、質疑応答を行います。 

 

ⅲ）飲み会及び OB、OG 会の企画 

飲み会は連盟会及び代表者会議や大会終了後に行われます。これらの管轄が副委員長です。しかし私が実際に開

いた飲み会は、第一回連盟会、第一回代表者会議の後の飲み会だけです。その他の連盟会及び代表者会議の後は

執行会があったので、飲み会は開きませんでした。これをどう捉えるかは次期副委員長にお任せします。 

 

ⅳ）K.U.E.L.全体管理 

私が特に力を入れたのが K.U.E.L.の全体管理です。全体管理の詳細は以下の通りです。 

① 完璧な組織の定着 

② 既存の大会の見直しと改善 
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③ 発言力の維持 

 

① 完璧な組織の定着 

私は執行に就任してからずっと、委員長崇拝論を唱えてきました。委員長はすべての K.U.E.L.活動の責任を持

つものであり、委員長の発言は何人とも覆すことはできないというものです。私の考える理想の組織は委員長が

きちんと最終的な意思決定を行い、その他の人間がきちんとそれに従うというものです。その証拠に執行が始ま

ってから今日まで、一度も委員長の決定に異論を唱えていませんし、他の人間が異論を唱えることを許しません

でした。これが達成できたのは私の雰囲気づくりの甲斐もありましたが、やはり何よりも角野委員長の聡明さと

外交的な姿勢の賜物であると考えています。実際の話、異論を唱えないようにしようと心に決めておりましたが、

異論を唱えたいと感じたことはほとんどありませんでした。結局何が言いたいかというと、「委員長は自分で選

べ」ということです。どんな委員長でもいいというのは稚拙な考えです。私自身も角野以外が委員長であったな

ら執行委員はやっていません。このぐらいの気概を持って役職に就かなければ、確立した組織など達成できない

ものと思ってください。 

 

② 既存の大会の見直しと改善 

私たち執行は「盲目的な過去の踏襲はやめよう」という委員長の言葉からスタートしました。私自身もそれには

同感であり、K.U.E.L.行事全体にそれを適用しました。具体的には、どんな大会の会議であろうと出席し、意見

を言い、他の執行が製作した資料及び企画にはほとんど目を通し、その本質を問い詰め、価値あるものを提供す

ることに努めました。 

 

③ 発言力の維持 

副委員長として自分自身の発言力を維持するために、ほとんどの行事に出席しました。私が K.U.E.L.行事で欠

席したのは、Drama セクションの合同ワークショックと被った、春 2 の初日だけです。その他すべての行事に

出席しました。これは出席率が信頼性及び発言力に比例するという私の考えで行いました。私自身、他の執行に

対して K.U.E.L.のために無遠慮に厳しい言葉を投げかけます。それが許されてきたのはこういった背景がある

からだと私は解釈しています。 

 

以上が、私の行ってきたことです。以上の内容は冒頭で説明したとおり、個人の価値観によって異なります。今

年の私のスタンスはこのような形でしたが、もし副委員長を目指すならば、自分自身で自分のスタンスを決めて

ください。 

 

3.最後に 

今回副委員長をやらせて頂いて本当に楽しかった。自分は会議が大好きだし、議論も大好きです。そういったこ

ともあり、今思えば副委員長という仕事は自分に合っていたのだと感じます。この仕事を通して自分自身の成長

はもちろんのこと、様々な人と出会い、様々な考えに出会うことが出来ました。「改革元年」という委員長の言

葉通り、新しいことに積極的だった今年は、K.U.E.L.に新たな風を吹くこむことが出来たのではないでしょうか。

今年の K.U.E.L.の行事、そして共に活動してきた執行の人たち、これら全てが今では自分自身の誇りでもあり

ます。 
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総務担当（代表者会議担当） 

 

文責：日比野哲 

 

１．総務（代表者会議担当）仕事内容 

ⅰ）代表者会議の企画立案及び運営 

ⅱ）K.U.E.L. Summer Summit の企画立案及び運営（責任者） 

ⅲ）後期就活イベントの企画立案及び運営（責任者） 

ⅳ）その他 K.U.E.L.の運営に必要な業務を遂行する 

 

A）代表者会議の企画立案及び運営 

ⅰ：代表者会議の定義を把握 

代表者会議とは関東学生英語会連盟規約第１章「目的・原則」 

第 1 条 本連盟は、関東学生英語会連盟（Kanto Universities' E.S.S. League）と称する。 

第 2 条 本連盟は、加盟団体の最大共通利益の追求を目的とし、活動及び加盟団体相互の親睦の場を提供する。 

第 3 条 本連盟は、加盟団体の構成員全員を会員とする。加盟条件・権利及び義務に関しては第 2 章に定める。 

第 4 条 本連盟の企画には、会員の意志が反映されるものとする。 

を達成するために設置された第 4 節「代表者会議」第 27 条 代表者会議は、各加盟団体の最高責任者たる代表

者により構成される。組織の一つである。 

 

また代表者会議の議事内容に関しては第 4 節「代表者会議」第 28 条で 

1．本連盟の活動に関する情報の伝達 

2．加盟団体相互の親睦及び情報交換 

3．その他連盟執行委員が必要と認めた事項の遂行 

 

ⅱ：以上の定義を参考にし、代表者会議とはどうあるべきか（解釈）とその目的を考える 

＜2012 年度の場合＞ 

解釈 

K.U.E.L.加盟団体各代表者（以下、代表者）が企画①を通し、代表者としての能力②を得る教育の場。及び各団体

の情報③共有の場。 

 

①企画 

1）グループワーク・ディスカッション（論理性） 

2）プレゼンテーション       （表現力） 

3）ケーススタディ         （実践力） 

4）スピーチ            （カリスマ性） 

 

②代表者としての能力 

1)自団体メンバーを統率する力 
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2)自団体の発展に貢献できる力 

3)自団体代表者としての責任を自覚していること 

4)来期へ円滑な移行を行うことができる力 

 

 

③各団体の情報 

1)団体が抱える問題点及びその解決策 

2)団体が開催するオープン大会 

3)団体の運営に関すること 

4)K.U.E.L.に関すること 

 

目的 

（１）団体代表者が代表者としての責任及び能力を身につける 

（２）団体間及び団体と K.U.E.L.相互の情報共有 

 

ⅲ：上記のⅠ・Ⅱを決定後、具体的にどのようなことを行って目的にアプローチしていくか計画する 

＜2012 年度の場合（計画時）＞ 

 日程 各目的 流れ 

第 1 回代表者会議 2 月 17 日 K.U.E.L.を知る 

GW を通して代表者として意識づけ 

 

代表者としての自覚を持つ 
第 2 回代表者会議 

（リーダーズキャンプ） 

3 月 2 日 

3 月 3 日 

K.U.E.L.を知る 

GW を通してプレゼン能力を身に着ける 

第 3 回代表者会議 5 月 16 日 プレゼン力の確立 能力を得る 

Summer Summit 9 月 5~6 日 実践力、計画性、プレゼン力 

プレとしての活躍 第 4 回代表者会議 9 月 13 日 ケーススタディ 

第 5 回代表者会議 10 月 19 日 スピーチ 

第 6 回代表者会議 11 月 8 日 総括 次世代への引継ぎ 

 

ⅳ：計画後、それぞれの会議で具体的にどのようなことを行うかを決め、実施する 

 

以上が代表者会議の企画立案～実施までの流れとなっています。 

 

例）第 3 回代表者会議 

目的：基本目的である「教育」に加えて、「情報共有」としての場を加盟団体へ提供する 

   またその機会でプレゼン時間を設けることで、プレゼン力を得る場。 

 

★事前に PR Sheet に情報を記入してきてもらう 

 

●1st presentation（35 分）【プレゼン 6 団体×5 分＋選出 3 分】 
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原則 1 グループ 6 団体で構成し（全 8 グループ）、各チームで 1 団体持ち時間 5 分でそれぞれ自由な形でプレゼ

ンをしてもらい、その後 2 分間の質問タイム。そして最後の 5 分間にグループ内で最もプレゼンが良かったと思

う 1 団体を選出。 

 

●Final Presentation（60 分）【プレゼン 8 団体×5 分＋コメント 8 団体×2 分＋総評 4 分】 

選出された 8 団体に壇上でプレゼンをしてもらう。 

以下 PR Sheet（実際に使用したもの） 

― K.U.E.L. PR Sheet ― 

英語名称 

団体名称 

                 

設立            年 部員数            人（内新入部員数     人） 

自団体役職者組織図（図・文章どちらでも可） 

 

 

 

自団体主催大会※1（5つ以上の場合は主要なものを 4つ記入してください。） 

大会名称 内容（大会概要・開催日など） 

  

  

  

  

5つ以上の大会を主催している団体の方のみ、主催している大会数を記入してください・・・               大会 

 

部門名※2 種別 活動内容・参加している大会 

例)Discussion P.D.D.  
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 ※１：他団体が参加できるオープン大会のみ。自団体のみのオープン大会は除く。 

※２：部門名は自団体での呼称を記入してください。 

 

部全体で特に力を入れてきたことは何ですか。（または入れていること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.S.S.を知らない人に、自団体 E.S.S.の魅力を今までのあなたの経験を具体的に示しながら、魅力を伝えてください。 
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K.U.E.L. PR Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで自団体が直面した危機は何ですか。またそれにどう対応したか教えてください。（※現在直面している問題にどう対応しようとしている

かでも構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自団体の E.S.S.にキャッチコピーを付けてください。 
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この PR Sheet は K.U.E.L.に一部提出していただきます。5 月 16 日の代表者会議には必ず提出用として一部印

刷してきてください。提出していただいた PR Sheet は、執行委員が K.U.E.L.を運営する上での資料としてのみ

使用いたします。 

2012 年度関東学生英語会連盟 

B）K.U.E.L. Summer Summit の企画立案及び運営（責任者） 

ⅰ：開催の目的を決める 

（2012 年度の例） 

・K.U.E.L.加盟団体役職者が本企画を通して、加盟団体相互の深い親睦が行える場。 

・企画・親睦を通じて、自団体 E.S.S.の活動をより充実したものにさせる、動機づけの場。 

 

ⅱ：企画を決定する 

（2012 年度の概要） 

・グループワーク 

・就活対策講座（学年問わず） 

・親睦会 

 

ⅲ：企画を実行する 

あらかじめ計画しておいた運営方法に従って企画を進める。 

 

C）後期就活イベントの企画立案及び運営（責任者） 

B の K.U.E.L. Summer Summit と同様に 

ⅰ：開催の目的を決める 

ⅱ：企画を決定する 

ⅲ：企画を実行する 

※2012 年度はまだ開催（実行）していないので詳細については割愛。 

 

D）その他 K.U.E.L.の運営に必要な業務を遂行する 

K.U.E.L.の組織運営においては様々な事態が発生します。その予期せぬ事態に臨機応変に対応し、処理していく

自由記入欄 
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ことも総務の仕事です。 

 

２．総務について 

これまでの総務と違って、これからの総務には一つだけ特権があります。それは執行委員としてイベントを企画

立案できることです。他の執行委員はセクション担当として大会の責任者となることはあっても、執行委員とし

て大会を持つことはありません。しかし総務は、総務としてイベントを企画立案できるのです。 

 

・K.U.E.L. Summer Summit の企画立案及び運営（責任者） 

・後期就活イベントの企画立案及び運営（責任者） 

 

E.S.S.ということで大会はもちろん重要なことです。しかし加盟する団体へ対し、大会だけの提供でいいのでし

ょうか？それで E.S.S.界の発展へとつなげることができるのでしょうか？ 

 

大会だけではない、何か E.S.S.界の発展へと貢献できるような企画をしてみたい人に、この総務という役職を心

からおすすめします。 
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総務担当（連盟会担当） 

 

2012 年 10 月 28 日 

文責：総務 納村日菜子 

 

 

１．はじめに 

２．総務の役割 

① 連盟会と連盟委員の管理 

② 代表者会議と代表者の管理 

③ 総合事務 

３．感想 

４．おわりに 

 

 

１． はじめに 

総務の仕事は毎年同じではありません。基本的な仕事内容は変わりませんが、分担方法や管轄範囲はその

年の執行委員の間で話し合って決められます。 

 

よってこの資料には私が 2012 年度執行委員総務として行ってきた事を書きますが、書いてあることがそ

っくりそのまま来年以降に引き継がれるとは限りません。私の経験や説明はあくまでも参考にし、執行委員

になった暁にはその年にあった役割とカラーを見つけて下さい。 

 

 

２． 総務の役割 

執行委員における総務の役割は以下の３つです。 

 

① 連盟会と連盟委員の管理 

② 代表者会議と代表者の管理 

③ 総合事務 

 

総務というと一般的には③にあたる「組織全体に関する事務を扱うこと」と解釈されるでしょう。しかし執

行委員における総務は特殊で、この他に２つの役割を担っています。2012 年度は私が①と③を担当し、②

番は同じく総務の日比野が担当しました。以下①から順に説明します。 

① 連盟会と連盟委員の管理  
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a. 連盟会とは 

b. 目的の設定 

c. 目標達成のために 

d. その成果 

 

a. 連盟会とは 

概要：各大学から数人「連盟委員」と呼ばれる派遣員が参加する会議のこと 

回数：年間 20 回  

時間：約 2 時間 18:30~20:30 

人数：各大学 1～3 名（2012 年度は合計 107 名） 

選出：各団体にお任せ 

目的：①教育、②マネージカンファレンス、③情報交換 

詳細： 

 

①教育 

その年の目標のもと行う教育の場です。2012 年度は『K.U.E.L.という一つの』ということを目標とし、様々

な活動を行いました。 

 

②大会マネージカンファレンス 

連盟委員は年に１２回ある大会やイベントの運営補佐をします。その事前打ち合わせは連盟会の時間を使って行

っていました。だいたいその大会の実行委員が来て連盟委員に挨拶をし、続けてカンファレンスを行っていまし

た。 

 

③情報交換 

主に各団体で開催する大会の情報を交換する場です。加盟団体に有益な情報であればインフォメーションとして

連盟会の最後に告知する時間を与えられます。 

 

b. 目的・目標の設定 

2012 年度 K.U.E.L.連盟委員の目的は以下の２つです。 

 

①人脈を広げる 

連盟会で得られる物の中で、一番価値のあるものはなんでしょうか。執行委員みんなで考えた結果、連盟

会で作った（人脈）がその後の E.S.S.の活動で役に立つという意見でまとまりました。連盟委員は基本的に

2年生で構成されており、連盟委員の任期が終了すると3年生、つまり次期E.S.S.を担う役職者となります。

役職者として様々な活動を行う中で他大学の E.S.S.と繋がりを持っていると、合同勉強会や大会運営、情報

交換など様々な場面で助けとなります。以上の理由から、人脈を広げる機会を提供することが連盟会の第一

の目的として上げられました。 



 

26 

 

 

②頼れる人になる 

 人脈の他に私が連盟委員に得てほしいのは、頼れる人になる要素です。私が自大学 E.S.S.の部長を務めて

いた際、頼れる副委員長と会計がいたので様々な改革や困難も乗り越えることができました。今後上に立っ

て E.S.S.を引っ張っていく立場になった時、周りの人から頼られる存在になってほしいと思い、この目標を

設定しました。 

 

c. 目的達成のために 

 

✿①の『人脈を広げる』において 

1.人の集まる連盟会作り      

前半は、とにかく人が集まりやすいように楽しい企画を心がけて作りました。 

 

2.とにかく出席させる       

毎年連盟会の出席率が悪いという課題が上がっていたので、今年はもっと人を増やすことを意識しま

した。出欠確認を厳しく行い、何回も欠席している連盟委員には同じ団体の連盟委員や代表者に声をか

けてもらうよう頼みました。また、私自らも連盟会に出席するよう呼びかけました。また出欠確認の制

度も代表者を通したものへと変え、代表者の方々に連盟委員の出欠に関して責任を持ってもらいました。 

3.様々な人と出会える仕組み    

連盟会は数人のグループに分かれて行えるような企画にしまし、またその中でも、毎回同じメンバー

にならないよう班メンバーの構成をあらかじめ私が調節しました。 

 

 

✿②の【頼れる人になる】において 

まずは『頼れる人』の定義を私なりに行いました。 

１． 仲が良い 

２． 人助けをいとわない 

３． 相手の立場になって考えられる 

４． マメである 

５． 実績がある 

６． 本番力がある 

７． 人の話を聞く 

８． 積極的である 

９． キャパシティがある 

１０． 軸がしっかりしている 

１１． 論理的である 

１２． 自信と謙虚のバランスがとれている 
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1 年を通して上記のことをクリアできるような連盟会作りを心がけました。 

詳しくは各回の企画書をご参照ください。 

２． その成果 

 

① 『人脈を広げる』     

例年、その年の終わりには 20 人ほどしか残らなくなった連盟委員が、今年は 40 人前後もの連盟会

出席率を誇っています。連盟委員同士の仲も良く、BBQ やディズニーランド、パーティーなどを連盟

委員だけで企画し楽しんでいるようです。 

 

② 『頼れる人になる』    

正確に測ることはできませんが、1 年を通して確かに連盟委員は頼れる人になったと感じます。なぜ

なら大会運営などにおいて私は彼らを大いに頼るようになったからです。 

 

 

 

 

 

第 10 回・11 回連盟会（企画書例） 

執筆 2012 年 5 月 3 日 

総務 納村日菜子 

 

連盟会概要 

第 10 回連盟会でゲームを作り（企画）、第 11 回連盟会ではそのゲームを実行する（運営） 

 

第 10 回連盟会：5 月 21 日（月）18：30～20：30 80 人部屋 

第 11 回連盟会：6 月 12 日（水）18：30～20：30 80 人部屋 

 

目的 

・会議や運営を通して仲良くなる 

・発表だけでなく、ゲームの運営をして本番力をつける 

・相手の立場になって考える 

・人の話を聞く 

・積極的になる 

・２回の連盟会を使って拘束力を生む 

 

内容 

＜企画＠第 10 回連盟会＞ 

既存のゲームにいろいろなルールを足していき、オリジナリティを出す 

ゲームを作る時のルール：みんなが楽しめるものにすること 
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グループ数：５人～８人×６グループ（A～F） 

※アッセンのマネカンがある人は、マネカン終了後にマネージメンバー同士で班を作る 

 

＜運営@第 11 回連盟会＞ 

第 10 回連盟会で作ったゲームを他の人に教え、実践する 

時間：１グループにつき 13 分（ルール説明時間込み） 

※道具等持ち込み可 

 

詳細 

＜ゲームを作る時のルール＞ 

・みんなが楽しめるものにすること 

・発表と運営は１３分以内に収めること 

＜ゲームの選択肢＞ 

スゴロク／人生ゲーム／トランプ／クイズ／ジェンガ／オセロ／ＵＮＯ／かるた／ビンゴ／みのりかゲーム／

王様ゲーム／数とり団／ゴーバックジャンプゲーム／信号ゲーム／たけのこにょっき／２１／山手線ゲーム／

記憶しりとり／ＮＥＷゲーム 

 

＜グループメンバーについて＞ 

第 10 回と 11 回の出欠を同時にとる 

第 10 回しか来られない人……両方来る人と混ざって企画会議 

第 11 回しか来られない人……その人たち同士でグループを作り、ゲームを楽しむ 

アッセン本選のマネージをする人……なるべくその人たち同士でかためる 

 

＜スケジュール＞ 

第 10 回 

18:30-18:35 ありがたいお言葉 by 大ちゃん 

18:35-18:40 JUEL 説明（希望調査） 

18:40-18:45 アッセン実行委員挨拶 

18:45-19:15 アッセンマネカン（マネカン無い人は企画会議開始） 

19:15-19:25 休憩 

19:25-20:20 企画会議 

20:20-20:30 インフォメーション 

20:30 連盟会終了 

 

第 11 回 

18:30-18:35 ありがたいお言葉 by ぴよ  

18:35-18:55 アッセンマネカン（仮） マネカン無い人はゲーム発表開始 

18:35-18:50 グループ A 

18:50 -19:05 グループ B 
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19:05-19:20 グループ C 

19:20-19:30 休憩 

19:30-19:45 グループ D 

19:45-20:00 グループ E 

20:00-20:15 グループ F 

20:15-20:20 執行コメント 

20:20-20-30 インフォメーション 

20:30 連盟会終了 

※執行コメントは余った時間を使うため、場合によっては長くなったりします 

② 代表者会議と代表者の管理  

代表者担当の日比野君が説明してくれます。 

 

③ 総合事務  

私が行った総合事務は以下の通りです。 

 

◆年間スケジュールの作成 

 総務一発目の仕事です。連盟会や大会、総会などのスケジュールをすべて組み、オリンピックセンターの部屋

を予約します。 

 

◆総会等での議事録作成 

定例総会や臨時総会などの会議では議事録をとります。 

 

◆資料の作成 

総会等で受付の際に使う出欠簿や投票用紙を作成します。 

 

３． 感想 

【良かったこと】 

① 連盟委員との距離の近さ 

連盟委員と距離が近いので、自分が一生懸命詰めた企画を楽しんでもらう姿や、またそれにより成長

していく連盟委員を身近に感じられます。この喜びは総務ならではのものです。また彼らとは何かと接

する機会が多いので、仲良くなり友達も増えます。 

 

② 事務スキルの向上 

名簿の管理でエクセルスキル、議事録の作成でワードスキル、そして連盟会で使用するスライドの作成

でパワーポイントスキルが向上しました。特にエクセルにおいては、数式を使った難しい作業も覚えた

ので社会人になってからも生かせそうです。また総会での議事録の作成にあたり、タイピングも早く 

なりました（総会ではなるべく発言のすべてを議事録に残すため、必死でタイピングします）。 
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【辛かったこと】 

 

① 企画が多い 

連盟会の企画考案が大変でした。私はひらめきに乏しいので苦労しました。他の執行委員や友達にア

イディア、意見等を聞いて取り入れ、ようやくこれだけ充実した中身を詰めることができました。 

 

② 細かい仕事が多い 

一つひとつの仕事はそんなに大変ではないのですが、細かな仕事の量が多いです。やるべきことはき

ちんとメモに残して優先順位を付けながらやっつけないと、抜けていることがあり後で焦ります。 

 

５． おわりに 

執行委員の仕事は簡単ではないと覚悟をしていたつもりですが、それでもやっぱり予想以上に大変で最初は戸惑

いました。しかしそれを乗り越えて自分の成長を感じたり、たくさんの友達と楽しい思い出を作ったりと大変有

意義な１年間を送ることができました。次期執行さんにも同じように、大学生活に悔いのないよう過ごしていた

だきたいと願っています。 

 

以上 
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財務担当 

 

文責 2012 年度 K.U.E.L.執行財務 松尾大樹 

 

仕事内容 

 K.U.E.L.の１年間の予算作成・決算の管理 

 J.U.E.L. and K.U.E.L.で必要な備品の管理 

 K.U.E.L.で開催される全大会の会計業務 

 J.U.E.L.で開催される大会の会計業務 

 オリンピックセンターでの代表者、会場取り。 

 

 1 年間での K.U.E.L.の予算・決算の管理 

支出・収入を考え選挙の時にて予算案の発表。 

K.U.E.L.には様々なお金が動きます。大会運営費の他に事務所の家賃代、印刷機のリース代、スポンサーか

らの援助金、印刷用紙、インク代など。これらをすべて考慮し選挙から１年後の決算で＋－０をめざし、予

算を作り・決算を行う。 

 

 各大会での領収書の発行。 

各大会・セミナーでの参加費、加盟費、を各団体に向けて領収書を発行する。 

この時に自分の印鑑・K.U.E.L.の印鑑を用いて発行する。 

ただ、アカデミックディベート・P.D.D.に関しては各大会の会計が領収書発行を請け負ってくれるのでこち

らが発行する場合がない大会もあります。 

 

 加盟費の回収 

毎年、各加盟団体から加盟費の徴収も行っています。毎年、大会が重ならない８月頃をめどに K.U.E.L.の

加盟費・J.U.E.L.の加盟費両方をまとめてお金を徴収いたします。 

その後は、J.U.E.L.の加盟費を各地方団体からも回収いたします。 

 

 各大会での会計監査 

K.U.E.L.の財務が予算を組み立てるのは基本、春セミナー・夏セミナー、K.U.E.L.企画でのセクション活動

には関係のない予算を組み立てます。他の大会に関しては各大会で会計の方がいらっしゃるのでその方に予

算を任せます。ただし、ここで注意してほしいのが各大会でも目標利益というのが存在します。この目標利

益を達成しないと加盟費だけでは運営を行えていないので確実に赤字となってしまいます。各大会会計には

目標利益を伝え出来るだけその利益に到達するように予算を組み立ててもらいます。 

また、必ず会計・財務以外がお金を使い経費でおろす場合にはその品物の領収書またはレシートを提出して

もらい返金いたします。 

 

 オリンピックセンターでの代表者を請け負う。 

国立青少年オリンピックセンターでの代表者になる。これは 12 月に承認された際すぐに引き継ぎをオリン
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ピックセンターで行う。この時に、来年 2013 年度のオリンピックセンターの教室を 1 年分借りる。そのた

め、副代表者に総務を呼び二人で教室を取る。 

基本、オリンピックセンターを使うときの料金はオリンピックセンターにて現金で支払う。ただ、別日に新

たに教室をとることは可能だがオリンピックセンターは本当にさまざまな団体が教室を確保するので早め

に予約をしていくのが懸命である。 

 

 財務という仕事に関する自分の意見 

財務の仕事は本当に裏方の仕事で毎日コツコツ同じことを繰り返していき、ほぼ表舞台には出てきません。

ただし、財務がいない、しっかりしていないとこの K.U.E.L.という組織そのものが成り立たないので前に

は出ませんが、一番責任のある仕事であると感じています。本当に関東・全国を支える縁の下の力持ちの存

在です。さらには、動かすお金の規模・使い方など普通の大学生活・サークル・部活の会計役職では絶対に

経験できないほどのことを体験出来ます。 

本当にこれは、将来経営などの仕事を考えている人には一番の経験になるのではと感じています。自分も実

際その動機でこの財務の仕事に挑戦しました。 

また、財務業務に初めての人でもそこは心配いりません。自分自身も生まれて初めての財務ですが大変・知

識がないと到底無理ということはありません。しっかり引き継ぎさせていただきますので財務に興味が少し

でもあるという方は是非財務という仕事を検討してもらいたいです。 

 

以上 
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渉外担当 

文責：磯部隼人 

 

 

【仕事内容】 

１．春・夏の大セミナーの際の旅行代理店とのコミュニケーション 

２．大会の協賛・後援企業の担当者とのコミュニケーション,新規開拓 

３．担当セクションの渉外の仕事 

⇒K.U.E.L.と関わるスポンサー企業様と K.U.E.L.を繋ぐ仕事です。 

 

１．春・夏の大セミナーの際の旅行代理店とのコミュニケーション 

毎年 3 月に開催される、２泊３日「春の大セミナー」において、参加者 500 名・予算 1000 万円を越すセミナー

を運営します。今年度も栃木の「ホテル鬼怒川御苑」にて行われました。春セミは、スピーチセクションと PDD

セクションの２つのセクションが参加します。 

毎年 8 月に開催される、２泊３日「夏の大セミナー」において、参加者 200 名・予算 500 万のセミナーを運営

します。今年度は茨城の「つくばグランドホテル」にて行われました。夏セミは、スピーチセクション・PDD

セクションに加え、今年度から Value セクションと Drama セクションが加わりました。 

※春セミは「トップトラベル」, 夏セミは「毎日コムネット」が協力会社です。 

  

渉外は、①旅行代理店②ホテル③運営側を繋ぐ仕事です。 

 

①旅行代理店 

バスの台数を調整したり、参加人数の報告をしたり、セミナー内容などの詳細を伝えます。 

 

②ホテル 

ホテルの備品の確認をしたり、部屋の数・大きさの確認をします。旅行会社と同じようにセミナー内容の詳細を

伝えます。 

※旅行会社とホテルとは頻繁に連絡を取り、決まったことを双方に確実に伝える重要な仕事です。 

 

③運営側 

運営側の要望を旅行会社やホテルに伝えたり、旅行会社やホテルの情報を運営側に伝える連絡係りです。 

※完全に要望が通ることはないのでジレンマを感じますが、渉外の交渉力の見せどころです。 

 

２．大会の協賛・後援企業の担当者とのコミュニケーション,新規開拓 

渉外は、企業と K.U.E.L.を繋ぐ重要な役職です。渉外の良い点は、まずは全セクションの活動に関われること

です。各大会・セミナーを運営するにおいて必要不可欠な存在です。  

KUEL が主催する大会にて、既存の協賛企業・後援企業の担当者とのコミュニケーション及び協賛企業・後援企

業の新規開拓を行います。年間１３ある KUEL の行事において、スポンサーを募集します。協賛金 1 万円～10

万円や物品協賛を頂いたり、企業とタイアップをしてイベント開催をします。 
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ターゲットにする企業を定めるところをはじめとし、手紙を送ったり契約書を交わすために、メールでのやり取

りや企業訪問に多くの時間を費やしますが、タイムマネジメントが格段に上手くなります。年間を通して仕事が

あり、1 年間就活と重なることもありますが、こんな最高な経験ができるのは今しかないです。相手が社会人・

企業ということもあり、責任のある仕事ですが、やりがいが非常に大きいです。それでも、社会人と接する機会

が多く作ることができるため、メールや訪問の際のマナーは確実に身に付きますし、社会人との繋がりができ、

仲良くなれば担当者と飲みに行けたりするので最高に楽しいですよ。 

 

加えて、渉外の醍醐味は「駆け引き」です。KUEL を求めている企業が多いことも事実です。強気に出て、協賛

金を多く得られたこともあります。どれだけ KUEL の魅力を伝えることができるか、どれだけ相手に利益があ

ることを伝えられるか、そういったところも渉外の腕の見せどころです。 

 

ハッキリ言って、渉外の力は大きいです。KUEL（JUEL）にかなり貢献しています。関東だけでなく、全国の

ESS を陰ながら支えているのは渉外です。最高にやりがいがあり、あなたの力を発揮できる舞台がここには揃っ

ています。渉外は生半可な覚悟では務まりません。責任感・情熱・ガッツがある人なら大丈夫です。すべての出

来事は「必要・必然・ベスト」です。モチベーションを高く持ち、日本全国の ESS に所属する一人ひとりの学

生のために頑張って下さい。何か分からないことが出てきたときは、私が社会人になってもフォローします。期

待しています。 

 

３．非加盟団体に向けて、KUEL 加盟の勧誘活動 

KUEL の加盟団体数は年々減少しています。KUEL の加盟団体数を伸ばすことも渉外の仕事です。 

KUEL の説明をするために、実際に大学まで足を運んだり電話をしてコミュニケーションをとります。来年度は

中央大学、國學院大學が新たに加盟し、玉川大学が復帰する予定です。 

多くの他大学生と触れ合うことができるのは、渉外の楽しさのひとつです。 

 

４．担当セクションの渉外の仕事 

KUEL 主催の Value Discussion 大会の「Freshman Meeting（5 月）」並びに「LOVE2102（10 月）」において

渉外として関わりました。大会の告知や参加者管理などを行いました。こちらも、KUEL 加盟団体と KUEL を

繋ぐ大切な仕事です。 

ただし、担当セクションが「Value」以外であればこの仕事はないと思います。 

 

 

以下、2012 年度協賛・後援企業一覧です。 

 

・読売新聞東京本社 

・DHC 総合教育研究所 

・株式会社語研 

・株式会社 ECC 

・株式会社毎日コムネット 

・株式会社トップトラベル 

・イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（新規） 
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・株式会社アイデム（新規） 

・サイマル・アカデミー（新規） 

・株式会社留学ジャーナル（新規） 

・マクミラン ランゲージハウス（新規） 

・理想科学工業株式会社（新規）  

・株式会社トライアンフ（新規） 

・一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（新規） 

・公益財団法人日本英語検定協会（新規） 

・カナダ大使館（新規） 

 

興味がある人は、詳しいことをお話しさせて下さい。いつでもどこでもご連絡をお待ちしております。 

 

関東学生英語会連盟 

渉外担当 磯部隼人 

Tel：070-5463-1389 

Mail：hayato-riki@willcom.com 
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広報担当 

 

文責：緒方花穂里 

 

こんにちは。広報の仕事説明をしたいと思います。 

 

◆仕事内容 

・KUEL プレス、KUELers プレスの作成 

・HP、Twitter、FB、ブログの作成 

・大会、代表者会議、連盟委員会での写真撮影 

・議事録の作成 

 

広報は主に上記４つの仕事を固定でこなします。 

 

１、KUEL プレス、KUELers プレスの作成 

これは、K.U.E.L.が発行する機関誌で、２つの意味が込められていると思っています。１つ目が、一年間の

K.U.E.L.の活動内容を皆様にわかりやすく監査してもらうこと。２つ目が、機関誌を通して情報共有をしてもら

うことです。この２つが達成できるように創意工夫を凝らすのも醍醐味の１つです。 

２、HP、Twitter、FB、ブログの作成、管理 

K.U.E.L.の知名度向上のため、また K.U.E.L.が主催するイベントの周知のため、様々な方法で存在感をアピー

ルします。今年は時代の波に乗って K.U.E.L.も FB を始めました。 

３、大会、代表者会議、連盟委員会での写真撮影 

HP や FB に載せるための写真をとりまくります。大会に参加できなかった人たちにも同じ臨場感を与えたいで

す。 

４、議事録の作成 

会議の議事録をとります。 

 

◆最後に 

広報は比較的自由度の高い仕事です。そのため、自分から何か新しい仕事や企画を持ち込みたいタイプの人

にはうってつけの役職です。また、その性質上 K.U.E.L.の印象を広報の手腕一つでがらりと変える力も持

っています。どういう K.U.E.L.にしたいか、どんな K.U.E.L.に見られたいか。それは全てあなたの手の中

です。 
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関東学生英語会連盟 

～セクション担当紹介～ 



 

38 

 

スピーチ担当 

 

文責：2012 年度委員長並びにスピーチ担当 

早稲田大学４年 

角野匠（Takumi KAKUNO） 

 

 

どうも、こんにちは、委員長の角野です。今日話したいことは３つ。①スピーチ担当の仕事内容説明、②行事説

明、③最後に、です。こんな感じのコンテンツで説明していこうと思います。しばしお付き合いください。比較

的さらっと書いています。いい面ばかり書いたりもしています。笑 詳しくしりたい！スピーチ担当に興味あ

る！って場合は個人的に話しましょう。ガッツリなことは全部引継ぎにまとめてあります。 

 

じゃあ、まず１つ目の仕事内容から。 

 

◆仕事内容 

1）メーリス作成 

2）インストラクター募集 

3）インスト会議に出席 

 

１）メーリス作成 

・スピーチチーフメーリス 

・実行委員長メーリス 

・ネゴメーリス 

上記の３つのメーリスを 12 月 27 日の名刺交換会までに作成し、以降１年間継続して管理をします。意外と面倒

です。笑 

 

２）インストラクター（スピーチ専門委員）の募集 

2013 年度 K.U.E.L.スピーチ活動に協力してくれる方を募集します。昨年度のチーフ ML を中心に呼びかけるの

がベターかも。僕もめちゃくちゃメールしまくりました。コネクションがあるとインスト集めが楽になります！

すぐにインスト長を決めて協力してやりましょう！！ちなみに 2012 年度インストは 25 名でした。今年は次年度

のインスト出しがえぐっているという情報も耳にします。メーリスだけに頼らないインスト出しの方法を模索す

る必要があるかもしれません。 

 

３）インスト会議に出席 

インスト長が決まっていない黎明期はスピーチ担当がインスト会議を招集します。特に１月２月は春セミが控え

ているにも関わらずインストがなかなか集まらないしなど大変です。シューカツと被るので自分も大変です。マ

ニュアルの印刷えぐります。いの一番でインスト長を決めて、それと同時に春セミ実長も出して、一緒に頑張る

のがよいです。 

基本的にスピーチ担当はインスト会議に参加しましょう。KUEL とインストがお互いの情報を共有するのに欠か
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せないパイプ役です。ちなみに 2012 年度執行はスピーチ担当以外に副委員長、総務も出席していました。頑張

ってインストの一員として、執行として、各大会、セミナーを作っていってください。 

 

◆行事説明 

１）K.U.E.L.春の大セミナー 

一大イベント。例年およそ 150 名のスピーチ現役生、20 名くらいのインストと一緒に行く２泊３日の合宿です。

PDD と合同で行います。合計すると 600 人規模の合宿です。就活と被るので例年えぐります。何とか乗り越え

て！ 

  

２）ブレスト会 

インストが主導で開かれる現役生のためのブレスト会です。春、夏、秋に２回くらいずつ開催されます。特に春

と夏は、春セミ、夏セミのニーズ調査になるからスピーチ担当はしっかりチェックするのだ。 

 

３）EAST JAPN 

K.U.E.L.主催のスピーチ大会。J.U.E.L. Cup に繋がる全国予選の役割も果たしています。 

 

４）J.U.E.L. Cup 

EAST JAPAN、ALL WEST を勝ち抜いたスピーカーのみが出場できる全国大会。 

 

５）K.U.E.L.夏の大セミナー 

今年はおよそ 50 名の現役生、10 名のインストと一緒に２泊３日の合宿にいってきました。PDD、バリュー、ド

ラマと合同で新規企画を導入しり、すごく斬新で刺激的な夏セミでした。来年も負けないくらいの夏セミを期待。 

 

６）納会 

前期と後期の末に合計２回ある、お疲れ様会。現役生とお酒を飲みます。暴れてください。 

 

７）Golden Cup 

１年生スピーカー向けの全国大会。今年は予選会を開催しました。 

 

８）新規企画（Super Speech Workshop） 

Toastmasters との共催で実現した企画です。パブリックスピーキングの世界大会優勝者である Creig Valentine

氏を講師として招きました。 

 

◆最後に 

ここまで読んでくれてありがとう。正直、スピーチ担当は一番えぐい担当だと思います。けれど、だからこそ一

番現役生や実行委員と仲良くなれる役職だと思います。すでに成熟し切り、赤色巨星のように萎みゆくのみと思

われがちなスピーチ界ですが、斬新な企画や抜本的な改革で新たな風を吹かせることができるのも、あなた達、

KUEL 次期スピーチ担当なのです。すべては君たちの手の中にあります。その力をどう使うかは自由。期待して

います。 
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P.D.D.担当 

文責：日比野哲 

 

◆P.D.D.担当の仕事 

１）P.D.D.メーリングリストの作成 

２）P.D.D.大会の企画立案及び運営 

３）各大会の実行委員会を選出 

４）全国統一タイトルの発表 

 

（１）P.D.D.メーリングリストの作成 

P.D.D.メーリスは基本的に大会の広報などに使うためのものです。メーリングリストは一つでかまいませんが、

チーフとネゴに対して別々のメールが送れるようにしておく必要はあります。 

 

（２）P.D.D.大会の企画立案及び運営 

K.U.E.L.では春の大セミナー、Assembly、夏の大セミナーと 3 つの P.D.D.大会があります。P.D.D.担当の大会

開催までの流れは 

 

P.D.D.担当 実行委員会 

実行委員長を選出 実行委員会を選出 

実行委員会名簿作成  

【実行委員会との会議】 

1 月の時点で日程は全て決定しているので、P.D.D.担当は大会の目的と当日のタイムテーブ

ル案を作成して、実行委員と話し合いをして調整していく。またその話し合いの中で必要

な備品などを洗い出す。 

準備 実行委員会で共有 

【最終チェック】 

一度大会の流れをシミュレーションし、何か問題点がないかを確認。この時点でマニュア

ルも完成させる。 

連盟会でカンファを行う 
K.U.E.L.の行動に基づいて実行委員会の行

動マニュアルを作成 

大会開催 

 

実行委員会が企画を持ち込むのではなく、タイムテーブルや目的や内容等は担当者が考えて実行委員へと持ち込

みます。そのため今年はこんな取り組みをしようと思って、実行委員との話し合いでその取り組みへの同意を得

ることができれば様々なことができます。 

例えば今年のアッセンでは今後の教育のために業務用カメラで撮影を行い、その映像を保管・配布する取り組み

を行いました。 
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（３）各大会実行委員長の選出 

話し合いなどを考慮すると大会の開催2ヶ月前までには、その大会の実行委員長を選出しておく必要があります。

知り合いのコネクションを使って、早めに呼びかけることをお勧めします。 

 

（４）全国統一タイトル発表代行 

J.I.D.M.、T.D.F.、K.I.D.L.のタイトル会議によって作成された前期・後期全国統一タイトルを J.I.D.M.のプレジ

デントと話し合い、発表日や発表場所を決定します。そしてその決定に従った方法で、P.D.D.担当が発表します。 

 

２．感想 

K.U.E.L.が主催する P.D.D.大会は 3 つあり、中でも春の大セミナー、Assembly は P.D.D.界において非常に重要

な大会であり、参加者のために最高な舞台を用意しなければなりません。そのために P.D.D.担当は実行委員会と

事前に入念なチェック・シミュレーションを行い、どんなに小さなことでも対策をする必要があります。そのた

め P.D.D.を経験していることが望ましいですが、小さな気遣いができるような方も向いていると思います。 
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Academic Debate 担当 

 

 

文責 2012 年度 Academic Debate 担当 松尾大樹 

 

 

K.U.E.L.でのAcademic Debate担当(以下アカデ担当と略す)は2つの大会運営に関して仕事を行うことがメイン

である。その大会とは 3月下旬近くにある春の 2人制ディベートの予選・本選、11月上旬に行うAll Japan Debate 

Tournament 関東予選・全国予選・全国本選である。基本、アカデのもう一つの団体 NAFA と協力をしていき運

営を行う。 

 

 春の 2 人制ディベート 

 K.U.E.L.側が大会開催の日程の決定を行い、NAFA に連絡。 

 その後、アカデ担当と NAFA 側で実行委員を集め実行会議を行っていく。 

 K.U.E.L.側が会場の確保を行う。 

 会誌(パンフレット)の作成 

 備品の購入、これに関してはしっかりと実行側と話をつけ何をどちらが買うのかをしっかりと線引きを

して行う。 

 そして、連盟委員の指揮取り・マネージマテリアルの作成を行う。 

 

K.U.E.L.側がマネージのお手伝いをするのに用意する役職は誘導・会場設営・MC・そしてヘルパー(本選の

み)の４つである。連盟委員の動き次第でタイムテーブル通りに行えてくるのか重要になるのでしっかりとマ

ネージマテリアルを作成する。 

 

この春の 2 人制ディベートに関しては、連盟委員に対しても春セミナーの次の初めての大会運営という大事

な機会である。連盟委員の仕事は他の大会に比べて本当に少ないではあるがとても重要な大会であると感じ

ました。また、ディベートの大会は時期的に会場の確保がとても難しいです。3 月の下旬は各大学オリエン

テーションなどが入るため、なので早めに会場確保をするというのも非常に大事なことであります。 

 

 All Japan Debate Tournament 

この大会は関東予選 2 日、全国予選 1 日、全国本選 1 日の計 4 日間の大会運営になります。 

 仕事は春の 2 人制ディベートとほぼ変わりません 

 K.U.E.L.側が大会開催の日程の決定を行い、NAFA に連絡。 

 その後、アカデ担当と NAFA 側で実行委員を集め実行会議を行っていく。 

 K.U.E.L.側が会場の確保を行う。 

 会誌(パンフレット)の作成 

 備品の購入、これに関してはしっかりと実行側と話をつけ何をどちらが買うのかをしっかりと線引きを

して行う。 

 そして、連盟委員の指揮取り・マネージマテリアルの作成を行う。 
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ただ、この大会の大きな仕事は 

全国の各地区の団体との連絡・情報共有を行う 

これがとても重要な仕事になります。この仕事は具体的にいうと All Japan の実行委員長の各地区予選

の行い方日程・ジャッジの調整などを行い、各地区に共有していくということを行っていきます。8 月

ぐらいから各地区の代表者を Skype で召集し会議を行っていき各地区大丈夫かどうかの確認を行いま

す。大会当日では各地区予選で勝ち抜いてきたパンツの情報収集なども行い、大会が終わるまで基本各

地区の情報を集め・浸透させるというのがお仕事です。 

 

All Japan では本当にとても自分の成長につながりました。影の仕事ではありますが各地区でしっかり

と予選会が行われていないと全国での参加基準などを満たしていないという問題も発生してくるから

です。はやめはやめの行動を行い、情報共有・浸透という経験さらには関東内ではなく北は北海道、南

は九州までの各地区を含んだ大会運営はこのアカデ担当ならでは仕事でありとても勉強になる仕事だ

と確信しています。 

 

全体を通して 

自分はアカデミックディベート出身ではなく、全く NAFA 側からルール説明などからしてもらった身分でした。

色々と大会の行われ方などの質問・要望も出していきましたがとても感じていることはやはり自分が所属してい

たセクションのほうが確実に NAFA 側にもとても有意義な意見を出せると感じています。 

アカデ担当は2つの大会しかありませんが、本当に全国を巻きこんな大会があるのはアカデだけです。さらには、

2 つともアカデミックディベートセクションの人たちにとっては引退試合と決めているほどの大事な大会なので

とてもやりがいがあり、責任感も多いにありま.す。アカデ担当に興味のあるかた是非やってみませんか？ 

以上 
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Parliamentary Debate 担当 

 

文責：緒方花穂里 

 

 

◆仕事内容 

P-Debate 担当の仕事は、主に以下の 5 つです。 

・実行委員集め 

・会場確保 

・K.U.E.L.-J.P.D.U.ワークショップの内容作成 

・ワークショップ準備(インビテ・アプリケ送信、備品買い出し等) 

・ワークショップ当日の雑務（会場準備、追加の買い出し等） 

 

１、実行委員集め 

パーラメンタリーディベートのワークショップを一緒に企画運営してくれる実行委員の募集をします。

2012 年度は JPDU というパーラーの組織と共催しました。 

 

２、会場確保 

ワークショップを開催する場所を探します。2012 年度は上智大学でやりました。 

 

３、K.U.E.L.-J.P.D.U.ワークショップの内容作成 

実行と一緒にコンテンツを詰めていきます。パーラー初心者向けにはどういう内容がいいのかなど頭を悩ま

せます。 

 

４、ワークショップ準備(インビテ・アプリケ送信、備品買い出し等) 

2012 年度は基本的に事前準備をすべて K.U.E.L.でしました。 

 

５、ワークショップ当日の雑務（会場準備、追加の買い出し等） 

当日の運営をします。終わったら飲み会しましょう。 

 

◆最後に 

K.U.E.L.にパーラメンタリーディベート部門があることをご存知でしたか？K.U.E.L.のディベートといえ

ばアカデミックディベートが主流なため、そもそも人口に膾炙しておらず、なかなか K.U.E.L.イベントと

して根付かない現状があります。しかし、裏を返せばほかのセクションに比べてこれから K.U.E.L.が介入

していけるのびしろを大きく備えている部門でもあります。夏セミのアンケートでディベートにも興味があ

るという意見も多くみられました。夏セミや春セミにパーラーを招いてみるのもいいのではないかなと思っ

たりしています。パーラーをこれか K.U.E.L.を代表できる部門として発展させていっていただけると幸い

です。 
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Value Discussion 担当  
 

 

2012 年度 Value Discussion Section 担当 

磯部隼人／納村日菜子 

 

１、K.U.E.L. Freshman Meeting 磯部隼人 

－概要－ 

開催日：GW 明けの日曜日 

参加者：約 30 大学・500 名 

オブザーバー：約 100 名 

目標利益：20 万円 

－仕事－ 

１．実行委員集め（実行委員長、副実行委員長、会計、備品管理、会場、渉外） 

 （全体進行、Dis 部屋、セレモニー部屋、ＭＣ、受付、誘導、ＴL カンファ） 

２.大会の詳細を詰める（会場決め、コンセプト、トピック、パンフレット、マネージマニュアル作り etc) 

 

◎フレッシュマンミーティングは新入生向けの重要な大会です。 

フレッシュマンミーティングは、新入生 500 名が集う大規模な大会です。５月に行われるということで、就職活

動と重なる大変な時期ですが、タイムマネジメントが抜群に上手くなります。準備は大変ですが、最高にやりが

いがあります。 

わたしは、大会の運営をしたことがなかったため、いつも手探り状態でした。当日も失敗したといっていいくら

いうまくいきませんでした。大会に向けて、実行委員集めや会場確保その他計画に多大な時間を費やしますが、

最高に楽しい時間を過ごしました。もう一度やりたいくらいです。 

 

２、 K.U.E.L.夏の大セミナー 磯部隼人 

－概要－ 

開催日：8/21~8/23 

参加者：約 10 大学・40 名 

－仕事内容－ 

１．実行委員集め（実行委員長、副実行委員長、会計、備品管理、渉外） 

２．大会の詳細を詰める（コンセプト、トピック、パンフレット作り etc) 

 

◎今年度から夏セミに Value セクションも参加しました。 

今年度から、Value セクションも夏セミに参加しました。初参加ということで、「何をやろうか」というところ

から始まりました。3 日間で、「Topic Dis」、「Role Playng Dis」、「すごろく Dis」、「Presentation Dis」、「After 

Movie Dis」のような各大学で行われているディスカッションの形式を一通りやりました。ほかにも TL レクチ
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ャー」や「スラングレクチャー」を行ったり、スイカ割りや肝試しなどして楽しみました。 

来年以降も是非続けてほしいです。 

 

３、K.U.E.L. LOVE2012 納村日菜子 

―概要― 

開催日：10 月 第 1 週目の日曜日 

参加者： 200 名以上 ※2012 年度は関西からも参加者が集まりました。 

ゲスト：英語を話す外国人 

目標利益：10 万円 

―仕事内容― 

・実行委員集め 

・会場管理 

・外国人勧誘 

 

◎外国人をゲストに招く Value Discussion です！ 

テーブルに最低１人外国人を招くというユニークなディスカッション大会です。今回は実行委員が少なかったの

で、私が副実行委員長を務めました。問題は少ない実行委員だけにとどまらず、会場がギリギリまで決まらなか

ったり外国人が集まらなかったりと山ほどありました。しかし皆で力を合わせて毎日何時間も活動し、大会を無

事成功させることができました。 

外国人勧誘は毎年難問とされていますが、気合いでなんとかなりました！活動をもっと前倒しに計画していれば

心配はないでしょう。外国人の勧誘などにおいては、英会話カフェに飛び込み営業をしたりと学生ではあまりで

きない貴重な体験ができ、やりがいのあるものでした。 

 

４、新規企画（今年はバリューでした） 磯部隼人 

－概要－ 

開催日：11/18(日) 

参加者：約 20 大学 100 名 

－仕事内容－ 

とくになし 

 

◎新規企画は、連盟委員の 1 年間の集大成を凝縮したものです。 

新規企画は、連盟委員が作る大会です。そのため、執行委員は基本的に関与しません。  

今年度は執行委員の納村が総責任者の立場として連盟委員の指導にあたりました。連盟員も初めての経験が多い

です。執行委員が答えを教えるのは簡単ですが、連盟委員自らが考えて行動するように見守ることが大切です。 
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ドラマ担当 

副委員長 松野貞之 

 

1. はじめに 

 

近年の K.U.E.L.における Drama の活動は、２年前のワークショップ一回のみでした。しかし私自身が Drama

セクションであったこともあり、今年は Drama の活動を活性化しようという思いの下、活動が始まりました。

以下私の Drama に対する考えと、今年 K.U.E.L. Drama で行ってきたことです。 

 

2.K.U.E.L. Drama に対する考え方 

 

今年、私は「Drama セクションの大学間交流」を目標に活動してきました。その理由は主に２つあります。１つ

目は閉鎖的な Drama の風習を打破し、交流をすることでスキルを学び自大学の Drama の活性化をしてほしいと

いうものです。現在約１５団体にDramaセクションがありますが、そのうちの半分以上が人数不足のため、Drama

セクションのみで満足に公演を打てず、引き継ぎもまともに行えていません。このような背景から、大学間の交

流は、とても大事なものであると認識しています。２つ目は Drama における K.U.E.L.の認知度を上げることで

す。認知度を上げることは、継続的な Drama の交流に欠かせません。というのは、Drama から執行が出なけれ

ば、Drama の交流が途絶えてしまうからです。K.U.E.L.の価値、存在を広めていく。これはとても重要であると

認識しています。そして最後に私が最終的に目指していたのは各大学合同の公演を立ち上げることです。私の代

では、夏セミでの合同公演という小さなものとなってしまいましたが、この先何年かかけて、この K.U.E.L.ドラ

マセクション合同公演を達成して頂けると嬉しいです。 

 

 

3.Drama 担当 仕事内容 

 

ⅰ）定期的な Drama 会議 

ⅱ）合同ワークショップ 

ⅲ）夏の大セミナーへの参加 

 

ⅰ）定期的な Drama 会議 

今年は Drama セクションの交流とその計画会議を兼ねて、何度か Drama セクションのチーフを集めた会議を

開きました。各大学の活動の予定で、後半に行くにつれて参加団体が減ってしまったのは残念でしたが、夏の大

セミナーを始め、ワークショップなどの企画をともに行うことが出来ました。さらに、直接顔を合わせ、話をす

ることで、親睦も深まり、お互いの団体の公演を相互に見に行ったりなどの交流も生まれました。 

 

ⅱ）合同ワークショップ 

３月３１日に上智大学において、第一回 K.U.E.L.ワークショップを開催しました。講師は上智大学ドラマセク

ションのチーフ渡辺敬司、上智大学プレジデントの水谷悠樹でした。参加大学は４大学で、基礎練習、発声練習

などを行いました。このワークショップは好評で、「もう一度開催してほしい」という声をたくさん頂きました。 
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ⅲ）夏の大セミナーへの参加 

Drama セクションを今年の夏の大セミナーに組み込みました。セミナーの内容は、英語で合同公演「沈黙」（遠

藤周作）を行うというものでした。このセミナーの目的は、実際の練習に触れてもらい、どのような指導方法で

どのような公演づくりを行うのかを理解するというものでした。そのため、脚本や演技指導にはいっさいに妥協

を許さず、二日日間で 45 分に及ぶ公演を仕上げました。時間の関係上レベルを高めることが難しかったのです

が、二日間で行ったとは思えない詰まった作品となりました。 

 

以上が私の行ってきたことです。冒頭にも申し上げたように、Drama セクションはまだ決まった行事というも

のがありません。それ故に生かすも殺すも担当者次第となっています。今年様々な活動を行って感じたことは、

Drama セクションの大学間交流は大切だということです。私自身は執行を今年で引退してしまいますが、この

先も Drama への貢献を出来る限りしていきたいと考えています。 



 

49 

 

ガイド担当 

 

副委員長 松野貞之 

 

 

今年は K.U.E.L.として Guide セクションに対しては何も行いませんでした。その理由としては、Guide セクシ

ョンに大学間の交流が不必要であると私が考えたということと、各団体のチーフが必要性を感じなかったからで

す。しかし Guide の可能性は広く、考えれば多くの選択肢があったのではないかと今では思います。K.U.E.L.

に参加している以上、Guide の K.U.E.L.における活動を考えてもいいのかもしれません。これは課題として来

季の担当者にお任せします。そしてここからは個人的な意見となりますが、Drama と Guide をいっしょくたに

するのは適切ではないと感じます。きちんと Drama セクション担当、Guide セクション担当を分けて活動する

べきであると感じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末付録
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Ｋ.Ｕ.Ｅ.Ｌ.執行委員になるにあたって 

 

文責：2012 年度委員長並びにスピーチ担当 

早稲田大学４年 

角野匠（Takumi KAKUNO） 

 

① 執行委員選出に向けて 

・立候補者間で、役職とセクション担当を決める 

すごく大事なことです。お互いにわだかまりやしこりが残らないようにとことん話し合ってください。役職間で

お互いに尊敬しあえるのがベストです。（11 後半から 12 月頭まで） 

・答弁用原稿の提出（第一回提出期限 12/6） 

赤入れして返却します。 

・各役職で引き継ぎ開始 

参考にするのは構いませんが、引継ぎデータを盲信しないでください。あくまで過去のものです。来年の K.U.E.L.

はゼロから君たち次期執行が作っていくのです。 

・K.U.E.L.について熟考 

委員長を中心に来年度の理想状態を定め、それを達成するための方針決定や行事の洗いだし、その行事が成功す

るためのアローケーション組みをする。K.U.E.L.の存在意義、大会の存在意義などじっくり話し合ってください。

理由がないものはやる意味はありません。存在する意味もありません。（12 月１日～１月上旬まで） 

・次期執行親睦会の開催 

去年は馬場で飲みました。 

 

② 年内の流れ 

・１２月２１日（金）第二回定例総会 

【議題】後期大会報告・会計報告（今年度プレジが参加） 

＊次期執行は参加しません。プレジは参加者としてきちんと来てください。 

・１２月２６日（水）第二回臨時総会 ＜スーツで参加＞ 

【時間】18 時～20 時 

【場所】オリセン 

【議題】新年度 KUEL 執行委員選出（演説及び信任投票)（新年度プレジが参加） 

【所信表明】第一回提出期限を１２月６日とします。この日までに、 

2012kuel@gmail.com 

にメールでデータを送ってください。赤入れして返却します。 

＊2012 年度執行の初めての仕事です。承認を勝ち取ってきてください。 

・１２月２７日（木）名刺交換会 

【時間】18 時～21 時 

【場所】オリセン 

【内容】役職者の名刺交換、メーリスの作成、新年度 KUEL 執行委員挨拶。 

＊委員長は名刺があると便利です。顔を売ってください。 

mailto:2012kuel@gmail.com
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③ 来年の流れ 

・１月上旬～中旬 

第一回定例総会【議題】活動方針・予算案発表 

第一回連盟会 【議題（例）】ＫＵＥＬの説明・連盟委員の説明等 

⇒これらの会議をスタートするために、オリセンをまとめて予約しましょう。 

⇒予約するために、一年間の総会・代表者会議・連盟会の日程を決めましょう。 

＊日程決めの方法として、まず K.U.E.L.が１年後どうあってほしいかの理想状態を定め、そこから逆算して、

どういうイベントがあればそれを達成できるのか、そのイベントを成功させるにはどの日までにどれをどこでや

ればいいのか？という思考プロセスを必ず用いてください。例年こうだからっていう理由は厳禁です。あなた達

の代なのだから、好きなイベントをやり、好きに大会を統廃合したって構いません。ちゃんとした理由付けがあ

れば、きっと総会で承認を得られるはずです。 

・３月後半に春の大セミナー（Speech・P.D.D.） 

１月中から徐々に準備を開始。１月中にアプリケが配れればベストです。宿関係は渉外が頑張ってください。 

・その他の大会 

役職ごとに時期が近付いたら、大会に向けて実行委員と準備を始めてください。次のページにだいたいの年間ス

ケジュールを載せておきました。遅くとも大会３か月前から動き出してください。理想としては半年前からです。 
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2012 年度年間予定 

 

1. 総会 

  日程 会場 

第 1回定例総会 1 月 11日 代々木オリンピックセンター 

第 2回定例総会 12 月 21日 代々木オリンピックセンター 

第 1回臨時総会 7 月 13日 代々木オリンピックセンター 

第 2回臨時総会 12 月 26日 12 月 26日 

 

2. 代表者会議 

 日程 会場 

第 1回代表者会議 2 月 17 日 代々木オリンピックセンター 

第 2回代表者会議 3 月 2,3 日 代々木オリンピックセンター 

第 3回代表者会議 5 月 16 日 代々木オリンピックセンター 

Summer Summit 9 月 5,6 日 代々木オリンピックセンター 

第 4回代表者会議 9 月 13 日 代々木オリンピックセンター 

第 5回代表者会議 10 月 19 日 代々木オリンピックセンター 

第 6回代表者会議 11 月 8 日 代々木オリンピックセンター 

 

3. 連盟委員会 

 日程 会場 

第 1回連盟委員会 1 月 20 日 代々木オリンピックセンター 

第 2回連盟委員会 2 月 9 日 代々木オリンピックセンター 

第 3回連盟委員会 2 月 29 日 代々木オリンピックセンター 

第 4回連盟委員会 3 月 14 日 代々木オリンピックセンター 

第 5回連盟委員会 3 月 28 日 代々木オリンピックセンター 

第 6回連盟委員会 4 月 2 日 代々木オリンピックセンター 

第 7回連盟委員会 4 月 18 日 代々木オリンピックセンター 

第 8回連盟委員会 5 月 1 日 代々木オリンピックセンター 

第 9回連盟委員会 5 月 10 日 代々木オリンピックセンター 

第 10回連盟委員会 5 月 21 日 代々木オリンピックセンター 

第 11回連盟委員会 6 月 13 日 代々木オリンピックセンター 
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第 12回連盟委員会 6 月 28 日 代々木オリンピックセンター 

第 13回連盟委員会 7 月 17 日 代々木オリンピックセンター 

第 14回連盟委員会 8 月 6,7 日 代々木オリンピックセンター 

第 15回連盟委員会 9 月 26 日 代々木オリンピックセンター 

第 16回連盟委員会 10 月 2 日 代々木オリンピックセンター 

第 17回連盟委員会 10 月 26 日 代々木オリンピックセンター 

第 18回連盟委員会 11 月 16 日 代々木オリンピックセンター 

第 19回連盟委員会 11 月 26 日 代々木オリンピックセンター 

第 20回連盟委員会 12 月 7 日 代々木オリンピックセンター 

 

4. 2012年度、大会・セミナーなどの活動 

 

大会・セミナー名 日程 会場 Section 

名刺交換会 12 月 27 日 オリセン 全活 

K.U.E.L. OB、OG 会 2 月 17 日 新宿 OB、OG 

Leader’s Camp 3 月 2、3 日 オリセン 代表者 

K.U.E.L.春の大セミナー 3 月 21 日〜23 日 鬼怒川 
P.D.D. 

Speech 

J.U.E.L.総会 3 月 24 日 上智大学 J.U.E.L. 

春の 2 人制 

Debate Tournament 
3 月 31 日・4 月 8 日 

明治大学 

武蔵大学 
Academic Debate 

Drama Workshop 3 月 31 日 上智大学 Drama 

K.U.E.L. Freshman Meeting 5 月 6 日 東京農業大学 Value Discussion 

K.U.E.L.×J.P.D.U.共催 

合同ワークショップ 
5 月 12 日 上智大学 Parliamentary Debate 

The 26th East Japan 

Intercollegiate English Oratorical Contest 
5 月 19 日 明治大学 Speech 

K.U.E.L.×Toastmasters 共催 

Super Speech Workshop 
5 月 24 日 明治大学 Speech 

The 36ｔｈ All Japan  

Student's Assembly 
6 月 3、10 日 

明治大学 

上智大学 
P.D.D. 
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The 32nd All Japan 

Intercollegiate English Oratorical Contest for 

the J.U.E.L. Cup 

7 月 8 日 慶應義塾 Speech 

K.U.E.L.er’s Camp 8 月 6、7 日 
オリセン 

都内散策 
K.U.E.L.er 

K.U.E.L. 夏の大セミナー 8 月 22 日～24 日 筑波 

P.D.D. 

Speech 

Drama 

Value Discussion 

K.U.E.L. Summer Summit 

（親睦会、就活相談会） 
9 月 6、7 日 オリセン 

代表者 

および全加盟員 

LOVE2011 10 月 7 日 東京経済大学 Value Discussion 

The 40th All Japan 

Debate Tournament 

関東予選 

11 月 3、4 日 

慶應義塾大学 

矢上キャンパ

ス 

Academic Debate 

The 40th All Japan 

Debate Tournament 

全国予選・本選 

11 月 10、11 日 
慶應義塾大学 

SFC 
Academic Debate 

The 11th All Japan 

Intercollegiate Freshman English 

Oratorical Contest for the Golden Cup 

全国予選 

11 月 10 日 上智大学 Speech 

Memorial Meeting 

（K.U.E.L.新規企画） 
11 月 18 日 清泉女子大学 Value Discussion 

The 11th All Japan 

Intercollegiate Freshman English 

Oratorical Contest for the Golden Cup 

全国本選 

12 月 3 日 東洋大学 Speech 

Discover ～E.S.S.×就活～ 

＜E.S.S.学生限定就活イベント＞  

(新規企画：就活イベント） 

12 月 15 日 
FUKURACIA 

東京  

全活 

全加盟員 
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2012 年度関東学生英語会連盟加盟団体一覧 

 

 

                 以上４６団体（2012 年 11 月現在） 

No. 団体名 No. 団体名 

1 青山学院大学 E.S.S. 25 昭和女子大学 E.S.S. 

2 青山学院女子短期大学 E.S.S. 26 創価大学英語研究会 

3 千葉大学英語部 27 上智短期大学英語会 

4 獨協大学英語会 28 立教大学英語会 

5 フェリス女学院大学英語部 29 高崎経済大学英語研究部 

6 学習院大学輔仁会英語部 30 拓殖大学英語研究会 

7 一橋大学国際部 31 東海大学文化部連合会英会話研究部 

8 法政大学英語研究会 32 東京国際大学英語会 

9 法政大学多摩英語研究会 33 東京経済大学英語研究会 

10 日本女子大学 E.S.S. 34 東京女子大学英語会（Q.G.S.） 

11 神奈川大学英語研究部 35 東洋英和女学院大学 E.S.S. 

12 慶応義塾大学英語会 36 東洋大学英語研究会 

13 共立女子大学英語研究会 37 東洋学園大学 E.S.S. 

14 明治学院大学 E.S.S. 38 津田塾大学英語会 

15 明治大学英語部 39 聖心女子大学 E.S.S. 

16 文教大学 E.S.S. 40 東京大学 E.S.S. 

17 武蔵大学英語会 41 早稲田大学英語部（W.E.S.A.） 

18 日本大学英語研究会 42 早稲田大学英語会（W.E.S.S.） 

19 埼玉大学英語研究会 43 横浜市立大学英語部 

20 東京理科大学英語研究部 44 横浜国立大学 

21 成蹊大学英語会 45 上智大学英語研究会 

22 清泉女子大学 E.S.S. 46 東京農業大学農友会英語部 

23 専修大学英語部   

24 芝浦工業大学英語部   


