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サークル局長挨拶
「新歓活動に参加するすべての団体が、

新入生に自らの団体の魅力を最大限に発
揮する」

はじめまして。2015年度オリエンテー
ション委員会サークル局長に就任いたし
ました、上野航平です。
「東大ってこんなところなんだ」、と新入

生が初めて知るのは、きっとテント列や
サークルオリエンテーションの場ではな
いでしょうか。目の前に現れる大学生活
の無数の選択肢に、彼、彼女らは東大生に
なった実感を確かにその手に握り締める
はずです。

しかし、その実感を与えてあげるために
は、その勧誘活動が安全かつ活発でなけれ
ばなりません。サークル局長としては、安
全であるのは当然のことであり、新歓活動
をより活発にすることが最も重要な使命
だと考えています。

そのためには、団体のみなさんの運営へ
のご理解、ご協力が不可欠です。これから4
月まで、最高の新歓活動を実現するために
みなさんを影から支えさせていただく所
存ですので、よろしくお願いいたします。

2015 年度東京大学教養学部
オリエンテーション委員会»サークル局長

委員長挨拶
サークル代表者の皆様はじめまして。

2015年度オリエンテーション委員会委員
長の古賀宗一郎と申します。本日は試験勉
強でご多忙の中お集まりいただきまして、
誠にありがとうございます。

これからテスト期間を終えて春季休業
に入ると、多くの団体では新歓活動の準備
に本腰を入れることと存じます。新歓活動
は団体の皆さんにとっては存続とさらな
る発展のために重要なものでしょう。しか
し、それと同時に、春に入学してくる新入
生にとっても今後の大学生活を豊かにす
るために大きな意味をもつものです。皆さ
んの印象を悪くしないためにも、新入生の
立場に立った新歓活動を行うようお願い
いたします。

私たちオリエンテーション委員会は、オ
リエンテーション活動が有意義なものと
なるよう、各種調整を行っています。新入
生と皆さんにとって実りあるオリエン
テーションを実現するためにも、今後とも
委員会の活動へのご理解とご協力のほど
何卒よろしくお願いいたします。

2015 年度東京大学教養学部
オリエンテーション委員会»委員長

0. 挨拶
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ができなくなる等不利益が生じる可能性
がありますので厳守してください。

I.	 全団体に必要な登録
»» ユーザー登録

»» 団体登録

»» 協力スタッフ参加登録

II.	 希望する場合必要な登録
»» サークルオリエンテーション参加登録

»» 槌音原稿登録

»» Web原稿登録

4.	 立看板設置に関する抽選

立看板の設置が許可される場所のうち、
1号館ロータリー付近は新入生の目にとま
りやすく人気があります。そのため委員会
が抽選を行い、当選した団体のみに設置を
許可します。

1号館ロータリー付近への設置を希望す
る団体は、ウェブシステムの「団体登録」の
際に「立看板抽選登録」を行ってください。

抽選結果は2月17日（火）にWebサイト
で発表します。なお立看板の制作方法につ
いては「9.立看板製作方法」に説明があり
ます。

5.	 第 2 回サークル代表者会議
第2回サークル代表者会議は2月28日

（土）13時から、1323教室にて行う予定で
す。変更の可能性がありますので、Webサ
イトや正門付近の立看板などを必ずご確
認ください。

1.	 配布資料

»» COMPASS　vol.1(本冊子)
「COMPASS」は各回のサークル代表者

会議で配布されます。
この冊子にはオリエンテーションに関

する情報を集約してありますので、必ず熟
読して読み落としのないようにしてくだ
さい。不注意による申請ミスなどで団体の
皆さんに不利益が生じた場合も、当委員会
が責任を負うことはできません。

責任者はCOMPASSを責任をもって管
理し、内容を団体構成員に確実に周知して
ください。

»» アンケート
当委員会がオリエンテーションの準備

する上で重要な情報ですので、必ず回答し
てください。

2.	 Web サイト
アドレスはhttp://www.a103.net/

ori/2015/visitor/です。（「10.委員会との連
絡手段」に二次元コードがございます。）

重要な情報が更新される場合がありま
すので、こまめにチェックするようにして
ください。

3.	 今回可能な登録

各種登録はWebサイトの「ウェブシス
テムにログイン」の「新規登録」から行いま
す。登録手続きの詳細は「8.各種登録」でご
確認ください。

締切は「Web原稿登録」を除いて2月10
日（火）です。締切に遅れた場合、登録自体

1. 会議のポイント
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3.	 合格発表
合格発表（前期3/10（火）、後期3/23（月））

昨年度より本郷キャンパスでの合格発
表が中止となったため、今年度も勧誘活動
は不可能です。

4.	 諸手続
諸手続（3/31（火）、4/1（水））

例年、諸手続を終えて1号館から出た新
入生をテント列で歓迎しています。しかし、
テント列での勧誘が強引であるという苦
情が多く寄せられていますので、本来の手
続きに支障の出ないよう、節度を守った勧
誘活動を行ってください。

なお、テント列の場所割の決定方法は、
昨年度の状況や本日配布のアンケートの
結果を考慮して第2回サークル代表者会
議で発表します。

5.	 健康診断
健康診断（3/30（月）～ 4/2（木）、4/5（日））

健康診断の際には、新入生が複雑なルー
トを回ること、健康診断後に新入生が確実
に通過する地点を設置することが困難で
あることなどの理由から、新歓活動はビラ
配りのみを認める方針です。

6.	 サークルオリエンテーション
サークルオリエンテーション（4/2（木）、4/3（金））

キャンパスの教室や体育館などの施設
を利用して新入生への勧誘を行います。詳
細は「4.サークルオリエンテーション」に
記載しています。

今後のオリエンテーション諸活動の日
程と諸注意をお知らせします。

オリエンテーションは団体にとって新
入生に自団体の魅力を知ってもらう貴重
な機会です。そのため、熱心になるあまり
必要以上の勧誘活動を行ってしまいがち
です。

諸手続やサークルオリエンテーション
における過度の勧誘活動について、学生支
援課や委員会に毎年数多くの苦情が寄せ
られています。新入生に悪い印象を抱かせ
るような勧誘は団体にとっても悪影響を
及ぼしかねませんので、新入生の立場に
立った新歓活動を心がけてください。

1.	 前期二次試験
前期二次試験（2/25（水）、26（木））

試験開始前および試験終了後の受験生
への勧誘活動は全面的に禁止されていま
す。受験生を引き留めない形の応援活動に
関しては、両日試験終了後のみ認め、試験
終了前の活動は禁止します。詳細に関し
ては、各種登録の完了後、登録団体に電子
メールで通知します。

また、大学側の指示には確実に従ってく
ださい。

2.	 後期試験
後期試験（3/13（金））

前期二次試験と同じく、原則として勧誘
活動は禁止です。

2. 今後の流れ
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ションの責任者を兼任することは認め
ない。

»» 自団体の新歓活動を責任を持って把握･
統括する。

»» すべてのサークル代表者会議にいずれ
かの責任者が出席する。

»» 自団体の構成員全体に委員会からの連
絡を周知する責任を持つ。

»» 常に委員会との連絡をとれる手段を持
ち、電子メールなど委員会からの連絡の
確認を怠らない。

»» 他の団体と互いに尊重しあって新歓活
動を行うことができる。

3.	 責任者の注意事項
I.	 サークル代表者会議への出席

第2回、第3回サークル代表者会議では、
会議後にサークルオリエンテーションの
部屋内会議、諸手続のテント列での場所割
会議を行います。

そのため、サークル代表者会議での欠席
は団体の新歓活動に不利益になる可能性
があります。責任者の両名がどうしても出
席できない場合は、事前に委員会までご連
絡ください。また、責任者がサークル代表
者会議にほとんど出席できない場合には
責任者の変更などが必要ですので、委員会
までご連絡ください。

II.	 各種登録を責任者自身で行う
各種登録は必ず正責任者か副責任者が

行ってください。

オリエンテーション諸活動に参加する
にはいくつかの参加要件・責任者要件を満
たす必要があります。また、新歓活動を行
う上で守っていただく事項があります。

1.	 参加要件
オリエンテーション諸活動に参加する

団体は、以下の要件を満たさなければなり
ません。ただし、以下「東大生」とは、東京大
学の学部生および東京大学大学院生を指
します。
»» 東大生が責任者として団体登録できる。

»» 東大生が所属団体において主体的に活
動している。

»» 利益の追求を第一の目的としていない。

»» 勧誘の際に金銭の授受、契約などを行わ
ない。

»» オリエンテーション委員会の指示に従
う。

2.	 責任者要件
オリエンテーション諸活動に参加する

団体は、責任者を登録する必要があります。
責任者は次の要件を満たさなければなり
ません。
»» 責任者全員が2015年1月から2015年4
月末まで継続して東京大学学部生、およ
び東京大学大学院生であること。

»» 責任者は各団体2名とし、1名を正責任
者、もう1名を副責任者とする。

»» 複数団体にまたがってオリエンテー

3. 新歓活動への参加
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IV.	 日程希望登録
協力スタッフのみなさんに来ていただく可能

性のある日程に参加可能かどうか調査するた
め、日程希望登録を行います。

詳細は「8-3.協力スタッフ日程希望登録」に記
載しています。

5.	 罰則
委員会は、オリエンテーション諸活動の主体

である参加団体のみなさまが新入生に十分魅
力を伝えられるよう、最大限のサポートをさせ
ていただきます。そのためにも、委員会が各団
体の活動に過度に干渉することは望ましくな
いと考えています。

しかし、新歓活動でのルールを守らない団体、
協力スタッフを派遣しない団体などが生じた
場合、他団体への迷惑・団体間での不平等が発
生し、オリエンテーション諸活動の運営に支障
をきたす恐れがあります。

また、強引な勧誘は新入生に混乱をもたらし、
場合によっては怪我などの危険も考えられま
す。

以上の通り、安全かつ円滑なオリエンテー
ションの運営には参加団体の協力、ルールの遵
守が不可欠です。団体間の公平性を著しく損
なった団体、ルールの遵守を怠り円滑な運営を
妨害した団体には、下記のような罰則を科すこ
とを検討します。
»» 公式サイトでの公表

»» 反省文

»» 確約書

»» 立看板での公表

»» 次年度オリエンテーション諸活動における劣
後の提言

»» 次年度参加禁止提言

6.	 個人情報の収集について
新歓活動において新入生の個人情報を収集す

ることは不可欠ですので、委員会が収集を禁止
することはありません。

しかし、個人情報の流出は、管理を怠った団体
のみならず大学全体の信頼に関わる重大な問

III.	 締切の厳守
各種登録は締切を厳守してください。部屋割

やテント割が与えられない、原稿の掲載ができ
ないなどの不利益が生じる可能性があります。

IV.	 昨年度不参加の団体
2014年度のオリエンテーション諸活動に参

加しなかったサークルの責任者は、普段の活動
内容などを委員会で把握するため、第2回サー
クル代表者会議終了後に個別に呼び出しを行
います。

4.	 協力スタッフ
I.	 協力のお願い

委員会はオリエンテーション諸活動を全般的
に運営していますが、委員だけでは行うことの
できない業務が多数存在します。そのため、新
歓活動を行う各団体の協力が不可欠であり、各
団体から「協力スタッフ」を派遣していただい
ています。

原則としてすべての団体から1名の派遣をお
願いしますが、団体の構成状況によって人数が
変更される場合があります。詳細は第2回サー
クル代表者会議の際に発表します。

II.	 対象
オリエンテーション諸活動に参加するすべて

の団体が対象です。
男子（部）、女子（部）に分かれている団体が『槌

音』に独立して掲載される場合、2つの別個の団
体として扱います。

サークルオリエンテーションの部屋責任団体
になった場合など、一部の団体については協力
スタッフ業務が免除されます。
III.	 業務内容

協力スタッフの派遣時期は主に3月末から4
月末を予定しています。

協力スタッフの方には委員会業務を補助して
いただきます。内容は『槌音』の搬入・移動や各
種書類の封入、清掃などいくつかの種類があり
ます。

各団体への具体的な業務の割り振り（日時・業
務内容）は第2回サークル代表者会議で発表し
ます。
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題です。責任者をはじめ、すべての団体構成員
は個人情報を厳重に管理する意識を持ってく
ださい。

また、意図しない形での流出を防ぐため、赤外
線通信、二次元コードで新入生からメールアド
レスなどを収集することを禁止します。

重要な変更点ですが、今年度は紙にアドレス
を書かせる形の個人情報収集を一律で禁止し
ます。無音カメラ等の発達により、容易に個人
情報を窃取できる環境が整ったと考えるため
です。

団体側の連絡先を新入生に伝え、その連絡先
に新入生側から連絡する形をとってください。
団体の連絡先を見やすい形で示したり、二次元
コードにしたりする行為は妨げません。

＊»団体側の連絡先を赤外線通信により新入生に
伝えることは禁止します。

個人情報収集に際しては以下の3点に注意し
てください。
»» 新入生による個人情報提供が任意であること

»» 個人情報を厳重に管理すること

»» 個人情報は使用後、安全かつ確実な形で処分
すること

7.	 飲酒
毎年多数の団体が新歓コンパなどを行い、新

入生と食事する機会を持っていると思います。
新入生の大部分は入学時には未成年ですので、
新入生に飲酒させることを全面的に禁止しま
す。

飲酒事故が起きた場合や「飲酒を強要された」
という苦情が相次いだ場合は、団体に対して非
常に重い罰則を科す可能性があります。
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た団体間で話し合いをして決めていただ
きます。使用できるのは4月2日（木）・3日

（金）両日とも12時 ～17時の予定です。 部
屋割は、新入生が興味のある団体を探しや
すくするために、活動内容・所属等におい
て共通点のある団体を集める予定です。各
団体の要望・事情等を総合的に判断して決
定しますが、必ずしも全ての団体の希望を
実現できない場合があります。御了承くだ
さい。

3.	 部屋使用会議
I.	 部屋割の発表

2月17日（火）にWebサイトにおいて部
屋割を公表する予定です。第2回サークル
代表者会議でも部屋割は公表します。 
II.	 部屋使用会議

第2回サークル代表者会議において、全
体説明の後、サークルオリエンテーション
当日に使用する部屋ごとに集まっていた
だき、部屋使用会議を行います。部屋使用
会議では、部屋内の場所割・部屋責任団体・
電力使用の割り振りについて決めてもら
います。
III.	 部屋責任団体

各部屋で1団体、その部屋の使用責任を
負う団体を決めていただきます。2日目の
サークルオリエンテーション終了後に、全
体で部屋を清掃した後、その部屋の代表と
して委員会からのチェックを受けていた
だく団体です。部屋責任団体になった場合、
協力スタッフ派遣義務が免除されます。

サークルオリエンテーションの参加に
あたっては「8-4.サークルオリエンテー
ション参加登録」が必要です。

第2回サークル代表者会議で実施する
「部屋使用会議」では重要事項を決定する
ので必ず出席してください。

1.	 サークルオリエンテーション
とは

サークルオリエンテーションでは、学部
ガイダンスが行われる4月2日（木）・3日

（金）の午後に、教室や体育館などの施設を
利用して新入生への勧誘を行います。新入
生が興味のある団体を自主的に選択して
サークルの説明を聞くことができるとい
う点 において、諸手続とは違った性格を
持ちます。

なお、サークルオリエンテーションへの
参加を希望する団体は、必ず「8-4.サークル
オリエンテーション参加登録」を行ってく
ださい。部屋や設備等 の要望を書いてい
ただきます。

2.	 部屋割
サークルオリエンテーションでは、屋内

に関しては1・5・7・11・12・13号館内の教室
を使用します。どの団体がどの部屋を使用
するかの割り振り（部屋割）については、各
団体の要望を考慮した上で委員会が決定
します。

屋外、第1・第2体育館、トレーニング体
育館等の体育施設の使用を希望する団体
は、サークルオリエンテーション参加登録
の際に希望する場所・日時等を申請して
ください。希望が重なった場合は、第2回
サークル代表者会議終了後に申請があっ

4. サークルオリエンテーション
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らせします。
II.	 注意

受け取る意思のない新入生に強引に配
付しないでください。また、上記の通り、捨
てられた、もしくは落ちているビラは自団
体のビラであるかにかかわらずビラ回収
ボックスに入れてください。

4.	 詰めビラ
I.	 概要

団体の制作したビラを「詰めビラ」とし
て集約し、新入生に頒布しています。ビラ
詰めはビラの配布を希望する団体が自主
的に参加するもので、協力スタッフ制度と
は無関係です。

全員にビラを頒布できるうえ、団体に
とって費用対効果の低い撒きビラの数を
減らせるため、今年度も実施する予定です。
詳細は第2回サークル代表者会議でお知
らせします。
II.	 ビラ詰めへの参加

封筒にビラを詰めることを希望する団
体はすべて、ビラ詰め作業（3月下旬を予
定）に2名以上で参加していただきます。

これは協力スタッフ業務とは無関係で
あり、ビラを詰めることを希望しない団体
は参加する必要はありません。

5.	 貼りビラ
I.	 概要

建物内の壁に貼るビラです。サークルオ
リエンテーションの際、教室内や廊下の壁
に貼ることが許可されます。

許可場所など詳細は第3回サークル代表

新歓活動に参加する上で、学外団体や営
利団体の露出は望ましくありません。その
ような団体を宣伝する意図のあるビラ、広
告は禁止します。

1.	 昨年度からの変更点
今年度は配布ビラを必ず一度委員会に

提出していただきます。次の「注意点」に記
載するように、広告や宣伝が含まれていな
いか確認するのが目的です。

2.	 注意点
企業名や学外団体を宣伝する内容が含

まれているビラは禁止します。
広告に関しては全面禁止です。

「ただコピ」を使用したビラも広告です
ので禁止です。例年「ただコピ」を使用する
団体が存在するので十分注意してくださ
い。

ビラには再生紙を利用してください。
ビラには「不要な場合は持ち帰るか、ビ

ラ回収ボックスに入れてください」など、
構内美化を勧める記述を含めてください。

自団体の連絡先を必ず明記してくださ
い。

捨てられた、もしくは落ちているビラは
自団体のビラであるかにかかわらずビラ
回収ボックスに入れてください。

3.	 配りビラ
I.	 概要

テント列やサークルオリエンテーショ
ンで新入生に手渡しするビラのことです。
詳細は第2回サークル代表者会議でお知

5. ビラについて
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者会議でお知らせします。
II.	 貼り方

施設保全のため、第3回サークル代表者会議
で委員会が無料配布する「はってはがせるテー
プ」以外での貼り付けを禁止します。

6.	 撒きビラ
I.	 概要

学内施設の机上に置かれるビラを指します。
II.	 重要な注意

撒きビラはその性質上、放置される可能性が
高くなります。自団体のビラでない場合も、そ
のようなビラはビラ回収ボックスに入れるよ
うにしてください。過去には学部が撒きビラの
禁止を検討したほど深刻な問題ですので、協力
をお願いいたします。
III.	 撒きビラに関する規則
»» ビラを教室に撒く際、必ず配布日の18:30まで
に自団体でビラを回収する。

»» 外部団体が週末に施設を借用する可能性があ
るため、金曜日の撒きビラを禁止する。

以上の規則に逸脱した撒きビラが確認された
場合、罰則を科す可能性があります。
IV.	 協力スタッフについて

昨年度と同様、今年度も協力スタッフの方に
ビラの放置のチェック業務を担当していただ
く予定です。4月中の毎週金曜日が協力スタッ
フ日程希望調査に含まれていますので、派遣が
可能かどうか必ずご記入ください。
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設置順を決めるくじを行い、3月2日9時
から順次立看板の設置を認める予定です。
設置する立看板は高さが 1.8m(立看板1枚
分)を超えない限り何枚でも認められます
が、くじは立看板2枚までを1セットとす
るため、3枚以上立看板を設置する場合
はくじを複数回引く必要があります。なお、
設置可能な場所および詳しい手順につい
ては、第2回サークル代表者会議でご連絡
しますので、その指示に従って立看板を設
置してください。

4.	 立看板の内容
他団体を誹謗中傷するような内容や、学

外団体や営利団体を宣伝する内容は禁止
します。以上のルールが守られない場合、
立看板を撤去させていただく可能性があ
ることをご了承ください。

5.	 立看板に関する注意
I.	 釘の扱いについて

キャンパス内に放置された釘により、毎
年けがや車両のパンクなどの事故が起き
ています。当委員会の委員会室に釘回収
ボックスを設置しますので、使用後の釘は
放置せず、必ず回収して委員会室までお持
ちください。 
II.	 立看板の重しについて	

基準は1枚看・2枚看それぞれについて、
18Lポリタンク2個/4個です。例年、多く
の立看板が春の強風によって倒れ、通行の
妨げとなったり、直接人にぶつかりけがを
させてしまう事態が発生しています。著し
く重しが不足していると思われる立看板

＊»立看板の設置解禁は3月2日（月）9時で
す。

＊»1号館ロータリー付近への立看板設置に
当選した場合は、1枚看以下にしてくだ
さい。»

＊»ルールを守らない立看板は撤去・倒され
る可能性があります。

1.	 設置期間
新歓期の立看板は、従来のものを撤去し

たうえで新たに設置することになります。
3月2日（月）9時に立看板設置が解禁され
ます。 それまでの立看板設置は禁止です。

2.	 制作方法
「9.立看板制作方法」で詳しく説明して

います。例年、倒れた立看板が通行の妨げ
になる、落ちた釘でタイヤがパンクするな
どの苦情が相次いでいますので、必ずよく
お読みください。

3.	 立看板設置手順
I.	 1 号館ロータリー付近

できるだけ多くの団体が立看板を設置
できるよう、1号館ロータリー付近に限り
1枚看（0.9m×1.8m、ベニヤ1枚分）以下の
ものに制限します。

抽選を行いますので、希望団体は必ず
「団体登録」の際に「立看板抽選登録」をし
てください。抽選に当選した団体は、解禁
日以降に指定された場所に看板を立てて
ください。
II.	 上記以外の場所

第2回サークル代表者会議にて立看板の

6. 立看板設置について
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については、倒れた立看板同様、撤去の対象と
なることがあります。 
III.	 必要記載事項

立看板の裏面には団体名・団体ID・責任者の
電話番号を必ず記入してください。
IV.	 その他の注意点

立看板の強度に対しては細心の注意を払って
ください。 

釘は垂木1か所につき必ず2本は打ち、割れの
ある木材は使用しないでください。
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II.	 無根拠の賞賛、親密な発言
新入生の警戒感を必要以上に解いてし

まう発言ですので、多用しないよう注意し
てください。

III.	 権威の暗示
「有名なあの人物も所属していた～」な

どの文言は、新入生が適切な判断を下すの
を阻害する可能性があります。有名人など
の権威を安易に利用して自団体を誇示す
ることは避けてください。

IV.	 類似行為の過度の反復
繰り返し電話をかける、メールを送る、

郵便物を送る、同内容の話をするといった
行為は、新歓活動の場面に限らずハラスメ
ントとみなされる行為です。勧誘する側は、
繰り返し勧誘すれば受け入れてもらえる
と想定しているようですが、このような執
拗な勧誘は新入生の自由を侵害している
うえ、団体のイメージを低下させることに
つながります。節度ある勧誘を心がけてく
ださい。

V.	 密閉空間への連れ込み
マンションの一室など自由に出入りで

きない空間での勧誘は、新入生にとって極
めて圧迫的な環境です。本人が危険を感じ
るような勧誘活動は逆効果であるばかり
か、個人の身体の自由を奪う犯罪行為でも
ありますので絶対に行わないでください。

VI.	 特定の思想への誘導、思想の否定
活動を通して無自覚的に特定の思想に

誘導する危険性のある勧誘は避けてくだ
さい。

1.	 勧誘活動についての注意
新入生の勧誘において、非常に危険な勧

誘が行われる場合があります。次項にあげ
る行為は、破壊的カルト集団などに代表さ
れる反社会的団体が用いるような危険な
行為です。委員会では、このような勧誘行
為の類型を「危険な勧誘行為」として新入
生、団体の双方に提示し、双方に注意を呼
び掛けています。

大学生活が始まったばかりの新入生は、
激変した環境への適応が不十分で気分も
高揚しているため、正常な判断力を欠いて
いる可能性があります。また悪意がなくと
も、新入生に悪印象を与える勧誘は団体と
しても損失になります。問題の発生を未然
に防ぐため、新歓活動を行う側として皆さ
んには認識の共有していただき、新入生の
立場を考慮した勧誘活動を行ってくださ
い。

2.	 危険な勧誘行為の類型
I.	 物品・金銭の授受

新歓期にビンゴ大会・無料コンパなどを
実施することは、これまでも行われてきた
活動であり、団体の雰囲気を伝える効果的
な手段です。しかし、回数・景品の金額等が
過度になれば、新入生に罪悪感を生むこと
につながります。「もうこの団体に入らな
いと申し訳ない」、という感情にさせない
よう節度を守ってください。

また、金銭の授受は禁止していますので
絶対に行わないでください。

7. 危険な勧誘行為
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4.	 終わりに
先ほど挙げたような勧誘行為は、「反社会的な

団体」のみに起こる問題ではなく、新歓活動に
熱心になり過ぎた一般のサークルにもあり得
る行為です。よりよい新歓活動のために、自団
体の勧誘活動について熟慮し見直していただ
きますよう、ご理解・ご協力をお願いいたしま
す。

また、新入生に対して特定の思想を否定する
ことも、新入生に自己を見失わせる危険な行為
です。そのような環境下では、新入生が正常な
判断を行うことができず、誤った結論を導いて
しまう可能性がありますので、そのような発言
は行わないようにしてください。

VII.	 二者択一式の質問の反復
単純な二者択一を新入生に何度も迫った場

合、無意識のうちに誤った前提に立たせ、さら
に誤った結論に至らせる危険があります。また、
論点を少しずつすり替えることで、まったく無
関係のものを関係しているかのように見せか
けることも考えられます。新入生を欺くような
勧誘は行わないでください。

VIII.	 本人の隔離を目的とした行為
大学の授業やクラスメートを無根拠に批判し、

本人を大学生活から隔離する行為は避けてく
ださい。自団体の合宿に強引に勧誘するなどの
行為は、新入生が新しい人間関係を構築する機
会を奪うので、絶対に避けてください。

IX.	 脅迫行為
「団体に入らなければ～～する」などの脅迫は

犯罪ですので絶対に行わないでください。

3.	 過去に起きた問題
残念ながら東大にも、危険な勧誘が行われ大

きな問題となった事例が存在します。
その団体は前項のような勧誘方法を駆使して、

学生に「洗脳」行為を行って団体の構成員に組
み込み、本人の意思を奪って「霊感商法」や「反
社会的活動」などの活動に動員して行きました。
この問題を受け、その団体は現在自治活動から
排除される異例の措置を受けています。

このような問題は常に起こりうるものです。
一部の宗教団体による危険な勧誘行為は最近
でも確認されており、代議員大会でも問題に
なっています。この問題が今後発生しないよう、
すべての団体が勧誘のあり方、新入生との関わ
り方を振り返っていただければと思います。
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2.	 注意事項
ウェブシステムの障害以外の理由（情報

教育棟や図書館の閉館、コンピューター端
末の動作不良、当委員会の管轄しないメー
ルサーバーの障害による電子メールの不
着など）では、登録の締切を延長しません。

登録された情報は、都合により若干の修
正を加えることがあります。予めご了承く
ださい。

また、余裕を持って登録をすることをお
すすめします。

ウェブシステムが正常に動作しない場
合は、委員会にお問い合わせください。次
のような場合は、ウェブシステムログイン
後のページに公表することがあります。
»» 悪質な虚偽の申請が発見された場合

»» 不正なシステム利用が発見された場合

»» 長期にわたり連絡が取れない場合

3.	 パスワード
登録されたパスワードは即時に暗号化

されるため、委員会がパスワードを知るこ
とはできません。

パスワードの適切な管理は各個人で慎
重に行ってください。適切な管理を怠った
ことにより発生するいかなる不利益、およ
び副次的に発生する全ての不利益に関し
ても委員会は責任を負いません。

不正なアクセスを防ぐため、各種登録を
行ったあとは必ずログアウトしてくださ
い。

1.	 はじめに
 ユーザー登録はウェブシステムのログ

インページ中央部「新規登録」から、またそ
れ以外の各種登録はウェブシステムログ
イン後の「各種登録」から行います。なお、
ウェブシステムには、委員会の公式Web
サイトからアクセスすることができます。
締切は、すべて2月10日（火）21時です。

I.	 すべての団体が行う登録
»» ユーザー登録（はじめにこの登録を行っ
てください。）

»» 団体登録、及び副責任者招待

»» 協力スタッフ日程希望調査

II.	 希望する団体のみが行う登録
»» サークルオリエンテーション参加登録

»» 槌音原稿登録

»» Web原稿登録

＊»なお、団体登録のうち、名称は冠称を除
き全角15文字まで、活動場所は全角21
文字まで、活動頻度は全角21文字まで、
団体WebサイトのURLは半角36文字
まで、また、槌音原稿登録のうち、紹介文
は全角300文字までが、『槌音』の規定の
文字数です。

＊»活動場所、活動頻度、紹介文については、
上記の文字数を超過して登録すること
はできません。また、その他については、
上記の文字数を超過した場合『槌音』に
おいて正常に表示されない可能性があ
ります。

8. 各種登録
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（５）メールに記載されたURLにアクセ
スし、パスワードの設定を行います。パス
ワードは自分で覚えやすく、他人から推測
されにくいものを使うようにしてくださ
い。（なお、送付されたURLに6時間以内に
アクセスがない場合、そのURLは無効と
なります）

2.	 ログイン
ウェブシステムにアカウント名とパス

ワードを入力し、「ログイン」をクリックし
ます。

各種登録やお問い合わせは、原則として
ログイン後のページから行います。

3.	 ログアウト
メニュー画面での操作が終わったとき

は、「ログアウト」をクリックしてメニュー
画面を終了してください。

同じコンピューターを他人と共有して
使っている場合などは、必ずログアウトを
行ってください。これを怠ると個人情報が
流出したり、第三者に登録内容を変更され
たりするおそれがあります。

1.	 ユーザー登録
各団体の正責任者・副責任者の方は、は

じめに「ユーザー登録」を行う必要があり
ます。
I.	 手順

（ １）公 式Webサ イ ト に あ る リ ン ク
（「ウェブシステムログイン」）からウェブ
システムを開き、メニュー中央にある「新
規登録」をクリックします。
（２）登録画面が表示されるので、画面に

従って以下の項目を入力してください。

»» 名前

»» ふりがな

»» ECCSユーザー ID（共通ID下10桁）

»» 所属（教養学部前期課程(1,2年)、大学院
など））

»» 学生証番号（（例）00-123456）

»» 携帯電話番号/自宅電話番号（任意）

»» 携帯メールアドレス/PCメールアドレ
ス

（３）全ての項目を入力し終わったら、
「送信」ボタンを押して登録を完了します。
この際、繰り返し何度も「送信」ボタンを押
さないでください。
（４）登録が完了したら、ユーザー登録の

受付をお知らせするメールがURLととも
に送信されます。このメールに限っては、
大学のメールアドレス(@mail.ecc.u-tokyo.
ac.jpで終わるもの)に送信されます。（ただ
し大学のサーバーの関係上、「送信」ボタン
を押してからメールが受信されるまで10
分程度の時間を要する場合があります。）

8-1. ユーザー登録
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録する必要はありません。 

II.	 団体の分類
団体を活動内容においてカテゴリー分

けする基準であり、大きく「運動系」「音楽
系」「文化系」「学生団体」の4つに分かれま
す。後述する選択肢の中から、自団体の活
動に一番近いものを選んでください。

III.	 他大学・学外団体との交流
インカレサークルとして活動している

場合は、ともに活動している他大学の大学
名を書いてください。また、企業等の学外
団体と関係を持っている場合もここに書
いてください。 

IV.	 立看板抽選登録	
1号館ロータリー付近への立看板の設

置を希望する団体は、チェックボックスに
チェックをしてください。それ以外の場所
に立看板を設置する予定の団体は、登録す
る必要はありません。登録後に抽選参加を
取りやめることにした場合は、再び登録画
面を開き、チェックボックスからチェック
を外してください。

＊記入内容によっては、字数制限が生じ
ます。この字数制限は冊子『槌音』の規定の
文字数に対応しています。字数制限の文字
数を超過した場合には、冊子『槌音』におい
てきちんと表示されない可能性がありま
す。字数制限の具体的な文字数はウェブシ
ステムの入力画面に記載されています。や
むを得ない事情で字数を超過してしまう
場合には、委員会までご連絡ください。

8-2．団体登録

「団体登録」では、団体の概要・活動内容
などを登録します。

＊»必ずすべての団体がこの登録を行って
ください。

＊»この登録を行ったユーザーが団体の責
任者となります。

1.	 団体登録の順序
各団体の正責任者となる方が最初に登

録を行ってください。次に正責任者がウェ
ブシステムのトップページ「副責任者招
待」のリンクが表示されるので、クリック
します。リンク先で登録画面が表示される
ので、副責任者となる方のIDと名前を入
力して「送信」ボタンを押してください。

副責任者となる方はウェブシステムの
トップページに「あなたは【団体名】の副責
任者に招待されています。」と表示される
ので、そこをクリックして副責任者登録を
行ってください。

正責任者と副責任者の登録が済んだの
ちに、残りの団体の概要・活動内容に関す
る登録を行ってください。

2.	 登録内容の一部
I.	 団体名

「東大」「東京大学」「東京大学運動会」「医
学部鉄門」が冠称としてついている団体は、
選択肢から選んでください。団体名の欄に
は「冠称」の欄で選んだ冠称は省き、正式名
称を記入してください。通称はなければ登

8-2. 団体登録
8-3. 協力スタッフ日程希望登録
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»» 団体構成員人数（男女比）

Step3

»» 団体内容についてお書きください。（必須）

»» 他大学との交流についてお書きください。（必
須）

»» 活動頻度についてお書きください。（必須）

»» 団体のWebサイトがあればアドレスをお書
きください。

»» 立看板抽選登録

Step4

»» 入会に必要な初期費用をお書きください。（必
須）

»» 初期費用の使用用途についてお書きください。
（必須）

»» 初年度に必要な費用をお書きください。（必
須）

»» 費用の使用用途についてお書きください。（必
須）

8-3. 協力スタッフ日程希望登録
＊»必ずすべての団体がこの登録を行ってくださ
い。

1.	 登録方法等について
3/24 ～ 3/31・4/10・4/17・4/24・4/30の各日に

ついて、協力スタッフを派遣することができれ
ば「参加できる」を、合宿など団体全体の予定が
あって派遣することができなければ「参加でき
ない」を選択してください。

協力スタッフ業務は1回1時間30分程度を予
定しています。

なお、上述の全日程において協力スタッフ業
務を行うとは限りません。

＊»少なくとも3日以上は「参加できる」を選択し
てください。

3.	 団体の分類の選択肢
I.	 運動系	

球技（アメフト・ラグビー、ゴルフ、サッカー・
フットサル、テニス、バスケットボール、バドミ
ントン、バレーボール、野球・ソフトボール、そ
の他の球技)、ウィンタースポーツ（スキー・ス
ノーボードなど）、山岳、自転車・乗り物（自動
車・グライダーなど）、水上・水中（ボート・ヨッ
ト・水泳・ダイビングなど）、ダンス、武道・格闘
技（空手・合気道・弓術など）、陸上（陸上・マラソ
ン・トライアスロンなど）、鉄門

 

II.	 音楽系
 合唱、軽音・ポピュラー、古典音楽、吹奏楽・管

弦楽、その他

III.	 文化系
アウトドア（散歩・旅行など）、アニメ・ゲーム、

演劇・映画、起業・投資、広報・出版、国際交流、自
然科学、社会奉仕（手話・点字・ボランティアな
ど）、趣味・娯楽（料理・スポーツ応援・マンガな
ど）、人文社会科学、伝統文化（茶道・伝統芸能な
ど）、文学、パフォーマンス（奇術・大道芸など）、
マインドスポーツ・パズル（囲碁・将棋・オセロ
など）、その他

IV.	 学生団体	
自治団体

4.	 登録内容の一覧
Step1

»» 団体名（必須）

»» 冠称（必須）

»» 団体名ふりがな（必須）

»» 団体名（英語表記）（必須）

»» 団体名通称（必須）

»» 部室（必須）

»» 活動場所（部室など）（必須）

Step2

»» 体の分類

»» 団体構成人数

»» 団体構成人数（東大生の割合）
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ません。
＊»申請しない場合はすべて空欄にして次
に進んでください。その場合、当日の電
力使用は認められません。

＊»サークルオリエンテーションでは、以下
の電気機器の使用を禁止します。
»» 電気ポット・コーヒーメーカー・ホット
プレート・電気ストーブ・ヒーター・オー
ブントースター・冷蔵庫・こたつ・電子レ
ンジ・レーザプリンタ・電熱器・炊飯器・
アイロン・ドライヤー・掃除機・電気自動
車・その他大量の電気を使用するもの

III.	 部屋内備品に関する希望
部屋内に設置された机・椅子の状態の希

望を「固定されている机・椅子がよい」「移
動できる机・椅子がよい」「どちらでもよ
い」の中から選択してください。ただし、例
年、机・椅子を移動できる部屋の希望が大
変多く、全団体の希望に沿えない場合があ
るので、ご了承ください。また、教壇、教卓、
マイクジャック、スクリーン、暗幕・ブライ
ンド・カーテンについてそれぞれ「必要」

「不要」のいずれかを選択してください。こ
れについても全団体の希望に沿えない場
合があるので、あらかじめご了承ください。
IV.	 教室以外の場所希望

屋外や体育施設など、教室以外の場所の
使用を希望する場合は、希望する場所・日
時・理由を詳細に記入してください。なお、
これらの場所を希望する団体は企画書を
提出する必要があります。企画書について
は第2回サークル代表者会議で説明しま
す。

サークルオリエンテーションの参加を
希望する団体は、必ずこの登録を行ってく
ださい。サークルオリエンテーションの際
に使用する部屋、備品の希望・電気機器の
使用等を申請していただきます。サークル
オリエンテーションへ参加を希望しない
団体はこの登録を行う必要はありません。

登録の手順
「団体登録」完了後、「サークルオリエン

テーション参加登録」の登録画面に進んで
ください。画面の指示に従い、必要事項を
入力し、登録を完了してください。選択肢
以外の箇所については、「他のある団体と
相部屋がよい」「第○体育館を利用したい」

「部屋に入らないものを展示したい」等、で
きる限り詳細な記述をお願いします。
I.	 使用する部屋の希望

サークルオリエンテーションで使用し
たい部屋について、「○○と相部屋がよい」
等、できるだけ具体的に書いてください。
II.	 電力

最大使用電力容量、使用する電気機器の
種類、個数および使用用途について詳細に
記述してください。

各部屋の電力容量を超えて電力を使用
するとブレーカーが落ち、新入生や他団体
に迷惑をかけることになってしまいます。
部屋使用会議にて相部屋となる団体で話
し合って電力使用の割り振りを決めても
らいますが、出来る限り団体側の負担を軽
減するため、委員会側であらかじめ各団体
の使用する電力容量を把握しておきます。

原則、廊下や屋外での電力の使用はでき

8-4. サークルオリエンテーション参加登録
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りますので、西暦や英数字の表記について
はサンプルをよくご覧になった上で、この
枠に収まるように執筆してください。

その際、文頭の１字空けや改行等はし
ないでください。文中で改行したい場合、
フォーム内で直接改行せず、改行したい場
所をレイアウト欄で指定してください。ま
た飲酒や喫煙などに関する記述は控えて
ください。

II.	 レイアウト（任意）
紹介文において、途中で改行したい場合

や、太字にしたい箇所がある場合などは、
こちらに記入してください。なお、紹介文
の書体は明朝体です。

III.	 連絡先（任意）
新入生に向けて公開する連絡先です。1

名（または2名）の氏名と連絡先（電話番号
もしくはメールアドレス）を記入してくだ
さい。なお、氏名は全角6字まで、連絡先は
半角30字までしか表示されません。

ここに記入する連絡先は、正責任者・副
責任者のものでなくてもかまいません。

（団体のメールアドレスなど）
1名の場合は、連絡先を2つ書くことも

可能です。
なお、『槌音』は3000部以上発行される冊

子のため、国立国会図書館に納本されます。
また、新入生を通じて『槌音』が第三者の手
に渡ることもあり得ます。そのため、『槌
音』に掲載した個人情報が悪用される可能
性がありますので、新歓用のフリーメール
アドレスを作ることを強く推奨します。

以上の記入が終わりましたら、個人情報

委員会では、新入生たちに向けて『槌音』
という情報誌を発行しています。駒場での
大学生活の案内やサークル紹介、学生団体
の紹介・規約集など、新入生のためのさま
ざまな情報が掲載されます。なかでもサー
クル紹介は例年、東京大学のサークルをほ
ぼ網羅しており、新入生がサークルを選択
するための重要な手段となっています。

今回、このサークル紹介の原稿を皆さん
に執筆していただきます。

1.	 掲載項目
サークル紹介には以下の項目が掲載さ

れます。サンプルを--ページに載せました
ので、参考にしてください。

»» (1)サークル名

»» (2)サークル分類

»» (3)紹介文

»» (4)活動場所

»» (5)活動頻度

»» (6)Webサイトのアドレス

»» (7)連絡先

＊»(1)(2)(4)(5)(6)については「団体登録」の際
に記入した情報がそのまま引用されま
す。

2.	 登録の手順
「団体登録」が完了した後に、メニュー画

面の「各種登録」から「槌音原稿登録」とい
う選択肢をクリックして登録画面に進ん
でください。
I.	 紹介文（必須）

実際の紙面では20字15行の縦書きとな

8-5. 槌音原稿登録
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の掲載について「同意する」を選択したうえで
「送信」をクリックしてください。「同意しない」
を選択した場合は送信されません。

3.	 校正
第2回サークル代表者会議当日に、その場で

校正をしていただきます。ここでの校正が反映
されて『槌音』に掲載されます。

校正では、掲載項目すべてとレイアウトにつ
いて校正していただく予定です。

第2回サークル代表者会議以外に校正の場は
設けませんので、必ず出席していただくようお
願いいたします。

確認がない場合は、委員会では校正点がな
かったものとみなして処理します。

なお、文章での校正が難しいと判断する場合
はお手数ですが予め連絡のうえ、委員会室まで
お越しください。
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委員会では、Webサイトで新入生に向
けてサークルの情報を提供します。サーク
ル検索などの機能も充実させる予定なの
で、多くの新入生の目に触れることが期待
されます。

したがって、このWebサイトに掲載す
るサークル紹介の原稿をぜひ書いていた
だきたいと思います。こちらの原稿に関し
ては、「槌音原稿登録」とは異なり、随時更
新を受け付けていますので、最新の情報を
記載することができます。

1.	 《登録の手順》
「団体登録」が完了した後に、メニュー画

面の「各種登録」から「Web原稿登録」とい
う選択肢をクリックしてください。

I.	 Web 原稿
サークル一覧やサークル検索結果に掲

載される50文字程度の簡単な紹介文の原
稿と、サークル詳細ページに記載される詳
細な紹介文の原稿の２種類を登録してく
ださい。

II.	 画像ファイル
サークル詳細ページに一つだけ画像を

載せることができます。画像を提出する
場合は「画像あり」の選択肢を選んだう
えで、ファイルを指定してください。なお、
ファイルの最大サイズは300KBで、形式は
jpeg,gif,pngのいずれかにしてください。幅
が500px以上の場合は縮小されます。

8-6.Web 原稿登録
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本的に2種類あります。
I.	 ログインする時

「8-1.ユーザー登録」の際に設定したパス
ワードを使います。

このパスワードがわからなくなったら、
ウェブシステムの「パスワードを忘れた場
合」をクリックします。再度URLを記した
メールが大学のメールアドレスに送信さ
れます。
II.	 ログイン時以外

ECCS(教育用計算機システム)のパス
ワードを使います。大学のパソコンの端末
にログインしたり、MailSuiteを使ったり
するときに必要なものです。

このパスワードがわからなくなった
ら、情報教育棟の窓口で再発行の手続きを
とってください。

3.	 登録時にエラーが出る
基本的にエラー文にしたがって内容を

訂正してください。エラーの多くは、文字
と数字、全角半角の間違いや選択不足など
です。

エラー文がおかしいと思われる場合は、
委員会までご連絡ください。

4.	 登録内容を確認したい
登録した内容を確認するときは、各登録

画面を再度表示させてください。

5.	 登録内容を変更したい
I.	 ユーザー登録

1.	 登録画面が表示されない
登録をしようとしても登録画面が表示

されない、あるいは登録画面へのリンクが
表示されない時には、以下の原因が考えら
れます。

I.	 手順の前後
正しい順序で登録を行わないと、リンク

が表示されなかったり登録エラーが出た
りします。

II.	 ブラウザの問題
ブラウザとは、Webページを見るための

ソフトのことです。当委員会のウェブシス
テムを利用する際には、以下のブラウザの
最新版の利用を推奨しています。

»» Internet»Explorer

»» Mozilla»Firefox

»» Safari

»» Google»Chrome

»» Opera

なお、以下のように設定を行ってくださ
い。
»» スタイルシートを有効にする

»» Cookieを許可する

»» Javascriptを許可する

»» 文字のエンコードをUTF-8にする

このように設定しないと、システムを利
用できない可能性があります。

2.	 パスワードがわからない
団体責任者の方が使うパスワードは、基

8-7. トラブルシューティング
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「電話番号」「メールアドレス」はウェブシス
テムにログインした後、メニュー上部にある

「ユーザー登録情報変更」から変更できます。
「名前」「ふりがな」「ECCSユーザID」「所属」「学
生証番号」を間違えた場合、ウェブシステム上
での変更はできません。委員会にご連絡くださ
い。
II.	 パスワード

ログイン後、メニュー上部の「パスワード変
更」を選択し、現在のパスワードと新しいパス
ワードを入力してください。
III.	 正副責任者登録

責任者を交代する場合は、新責任者・旧責任者
の両名が学生証を持って委員会室にお越し下
さい。

新責任者はあらかじめ「ユーザー登録」を済ま
せ、一回以上のログインをしておいてください。
IV.	 団体登録・協力スタッフ日程希望登録

基本的にメニュー画面から、最初に行った登
録と同じように行えます。

＊»以上の対処をしてもうまくいかない場合は、
システム調整中の可能性もありますので、数
時間してから再度やり直してみてください。
登録締切が近い場合や、再度やっても問題が
出る場合は委員会に連絡してください。



27
Orientation Committee

パス構内に放置された釘によるけがや車
両のパンクなどの事故が毎年報告されて
います。委員会室（キャンパスプラザA棟
103号室）に釘回収ボックスを設置します
ので、使用後の釘は必ず回収してください。

・立看板には必ず十分な量の重し（2個以
上／ 4個以上）を載せてください。例年、多
くの立看板が風で倒れてしまうという事
故が発生しています。倒れた立看板だけで
なく、重しが基準より著しく不足している
と思われる立看板も倒壊防止のため撤去
の対象となりますのでご注意ください。

・ベニヤの裏側には団体ID、団体名と責
任者の電話番号・メールアドレスを必ず明
記してください。

・立看板の強度に対しては細心の注意を
払ってください。釘は垂木1 箇所につき必
ず2 本打ってください。また、割れのある
木材は使用しないでください。

・ペンキでの作業を行う際は、必ずブ
ルーシートを下に敷いてください。

＊»委員会では、2月11日（水）以降、委員会
室にてブルーシートを貸し出します。た
だし、一度に貸し出せる数には限りがあ
りますのでご了承ください。

＊»立看板製作作業は、すべて槌音広場（通
称：たたき場／キャンパスプラザB棟東
の舗装された広場）で行ってください。

3.	 製作方法
I.	 本体を作る

1枚看・2枚看それぞれのおおまかな構造
は右図の通りです。本体については、ベニ

立看板の製作方法について、写真や図を
交えて説明していきます。写真については
2枚看のものですが、1枚看についても構
造としては共通する部分が多いので、その
都度分けて説明します。

1.	 材料
数量の記載のあるものは、１枚看／２枚看

»» 垂木（3cm»×»4cm»×»400cm）»4»本／»7»
本

»» ベニヤ（180cm»×»90cm）»1»枚／»2»枚

»» 釘（65mm）【垂木本体を組む】

»» 釘（50mm）【足を組む】

»» 釘（25mm）【ベニヤを打ち付ける】

»» 18Lポリタンク【重し】»2»個以上／»4»個
以上

»» 丈夫な紐【ポリタンクの固定】

＊»垂木・ベニヤは野球場門を出たところで
購入できるほか、学友会に登録している
団体は学友会からの現物援助も利用で
きます。

＊»18Lポリタンクは生協で、1»個あたり約
900»円（2015年１月現在）で購入できま
す。

▌▌【注意】

計算上、1 枚看は垂木4本、2 枚看は垂
木7本で製作できますが、切断の失敗や垂
木の割れなどのトラブルを考慮し、余裕を
持って用意することをおすすめします。

2.	 一般的な注意点
・釘の扱いに注意してください。キャン

9. 立看板製作方法



28
Compass

枠が完成したら、25mmの釘を使ってベニヤ
を打ち付けます。

＊»このとき、立看板を立てたときに下側になる
部分は特にはみ出さないように揃えてくださ
い。
釘は手の平を広げた程度の間隔で、組んだ垂

木7 本（1枚看の場合は5 本）すべてについて打
ち付けていってください。

II.	 足を付ける
下の図は、足の付き方を横から見た図です。

手前に描かれているものが外側になります。
①は本体です。②③④との接合部分はすべて
内側にあります。②・③・④の寸法は、それぞれ
100cm、150cm、50cmです。垂木はすべて、釘を
打ち付けるのが短辺4cmの面になるように使
用します。重なり方は、図の通り②・④が③の外
側になるようにします。ここで、釘は必ず外側
から内側に打ってください。2枚看の中央の足
については、左右どちらかの足に倣ってくださ
い。

ヤのサイズが厳密に一定ではないのでベニヤ
に合わせて垂木を切断する形になります。

垂木は、3cm の面をベニヤに打ち付ける向き
で使用します。（つまり、本体を寝かせたときは
4cm の高さになります。）

まず枠となる5 本（1 枚看の場合は中央を除
いた4 本）を組みます。ベニヤに合わせて垂木
に印をつけ、切断します。1 本切り出した後はそ
れに合わせて残りを切り出すと作業を簡単に
することができます。垂木を組む際は、65mmの
釘を使用し、重なり方が先ほどの図の通りにな
るようにしてください。

組み上がった枠に合わせて、間を支える2 
本（1枚看の場合は1本）を切断してはめ込み、
65mmの釘で打ち付けます。切断する段階で誤
差が出ると十分に固定されなかったり、枠が歪
んだりすることになるので、長さを測る際には
特に注意を払ってください。

概ね2 本で縦の長さを三等分するくらいのと
ころにはめ込むようにしてください（1枚看の
場合は2等分）。
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4.	 設置
立看板を設置した後は、必ず十分な量の重し

を載せて固定します。
基準は18Lポリタンクで1 枚看の場合は2 つ、

2 枚看の場合は4 つです。
ポリタンク以外の重しを利用する場合も、必

ず同程度の重量を確保してください。
足下部の補強部分にポリタンクを載せ、２. 

の工程における④の垂木と丈夫な紐でしっか
りと結びつけ、固定します。

5.	 チェックリスト
□ 立看板の強度は十分か。釘を打った部分な

どの垂木が割れていたりしないか。
□ 釘は放置していないか。
□ 重しは十分な量が確保されているか。紐で

しっかりと固定されているか。
□ ベニヤの裏面に、団体名、責任者の電話番

号、メールアドレスが記入されているか。
□ 第2回サークル代表者会議で指定された

場所に正しく設置されているか。

まず本体を寝かせ、50mmの釘を用いて②と
③の垂木を本体に打ち付けます（A・B）。2枚看
の中央の足は後に回します。このとき、まだ釘
は1本しか打たないでください。これは、後に足
の角度を調整するためです。次に、本体を立て
て足の角度を調整します。少し寝かせた方が安
定し、看板自体も見やすくなります。左右両方
の角度が調節できたら、②と③を接合し（C）、続
いて本体と接合する2本目の釘も打ちます（A・
B）。2枚看の場合は、このタイミングで同様に中
央の足も付けます。

④の垂木を50mmの釘を用いて打ち付け、足
を補強します。足の重なり方については、もう
一度確認してください。強度を確認したら、仕
上げに移ります。

III.	 仕上げ
図のように、足に補強を加えます。
まず50mmの釘を用いて、180cm の垂木で３

本の足をつなぎます。
（1枚看の場合は90cmです。）
さらに内側にもう一本、同じ長さの垂木で同

様に３本の足をつなぎ、補強します。
立看板を設置する段階では、この２本の垂木

の上にポリタンクを置くことになります。
立看板本体は、これで完成です。
強度に問題がないか、歪みやぐらつきがない

か、もう一度確認してください。
垂木が余っている場合は、足にさらに補強を

加えることができます。
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子メールを管理していますが、見落としが
起こる場合がありますので、可能な限り
フォームからの送信をお願いいたします。
▌▌ 注意点

1つの質問事項につき1通のメッセージ
を送信してください。委員会内で担当者が
異なる場合があります。

なお、添付ファイルの送信も可能です。

2.	 電子メール
トラブルなどで問い合わせフォームが

利用できない場合や、大きなファイルを送
信する必要があるなどのやむを得ない場
合に限り、oc@a103.netに電子メールを送
信してください。

3.	 担当者とのコンタクト
担当者を直接話がしたい場合には、以下

の方法があります。
I.	 壇上対応

サークル代表者会議終了後に、委員が個
別に質問対応する場を設けます。
II.	 委員会室

委員会室はキャンパスプラザA棟103
号室です。

開室中であっても、担当者不在のためす
ぐには対応できない場合があります。あら
かじめご了承ください。
III.	 電話

委員会室の電話番号は03-5454-6983です。
ご用件がありましたら、お気軽にお電話く
ださい。直接委員会室に来ていただくとき
と同様、担当者不在の場合がありますので
ご了承ください。

1.	 Web ページの紹介
I.	 Web サイト

http://www.a103.net/ori/2015/visitor/
QRコード貼り付け

2015年度オリエンテーション委員会の
Webサイトです。

各サークルへの連絡、配布資料の公開
などを行っています。また、新入生向けの
ページも用意しています。
II.	 ウェブシステム

各種登録、委員会との問い合わせの際に
使用します。Webサイトにもリンクがあり
ます。
III.	 委員会に連絡する前に

重要な情報はCOMPASSやWebサイト、
正門付近の立看板などで案内します。また、
委員会のメールドメイン「a103.net」の受信
を許可する設定にしてください。
IV.	 問い合わせフォーム

ウェブシステムにログインし、「委員会
へのお問い合わせ」を選択してください。

このフォームから送られたメールは、一
般的な電子メールに比べてスパムに紛れ
にくく、見落とされる可能性が低くなりま
す。委員会としても十分な注意を払って電

10. 委員会への連絡手段

QRコード貼り付け

2015年度オリエンテーション委員会の
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▌▌ Q&A リスト   

»» Q1.第2回サークル代表者会議に出席できないのですが…

＊»A1.団体責任者の方でなくても構いませんので、代理の方を立ててください。た
だし、他団体の責任者ではない方が出席するようにしてください。代理の方も
出席できない場合、不利益が生じる可能性があります。

»» Q2.1号館ロータリー付近以外では立看板を何枚も立てていいのでしょうか？

＊»A2.委員会としては、1号館ロータリー付近以外の場所では枚数を規制していま
せん。ですが、工事などやむを得ない場合には枚数を制限することもあります
のでご了承ください。

»» Q3.協力スタッフ業務に参加できませんが、振り替えられますか？

＊»A3.事情があって協力スタッフを派遣できない場合、あらかじめご連絡いただ
ければ他の日時に振り替えることができます。早めにご連絡ください。

»» Q4.締切を過ぎてしまったのですが、まだテント列やサークルオリエンテー
ションに参加できますか？

＊»A4.ウェブシステムの問い合わせフォームからご連絡ください。なお、何らかの
劣後が生じる可能性があることをご了承ください。

COMPASS Vol.1 （第1回サークル代表者会議資料）
2015年1月21日発行

発行者　2015年度東京大学教養学部
オリエンテーション委員会

東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学構内キャンパスプラザA棟103号室

TEL : 03-5454-6983  FAX : 03-3466-1865
E-mail : oc@a103.net
URL : http://www.a103.net/ori/2015/visitor/



今後の予定

全団体対象

希望団体対象

各種登録

第 1回サークル代表者会議  1 月 21 日 ( 水 )・25 日 ( 日 )

＊立看板抽選結果発表 2 月 17 日（火）

＊サークルオリエンテーション部屋割発表 2 月 17 日（火）

 □ユーザー登録

 □団体登録

 □協力スタッフ日程希望調査

 □サークルオリエンテーション参加登録

 □団体登録

 □協力スタッフ日程希望調査

締切は 2 月 10 日（火）21 時 (web 原稿登録は随時登録可 )

第２回サークル代表者会議 ２月 28 日 ( 土 )1323 教室 13 時  
( サークルオリエンテーション部屋使用会議 )

＊立看板設置解禁   3 月 2 日（月）9 時 

各種登録 締切は 3 月上旬を予定しています

 □学部資材貸出希望調査

 □諸手続テント設置登録

 □新歓日程登録

第 3回サークル代表者会議 3月中旬予定
（諸手続テント列会議）

新歓活動

 ●協力スタッフ業務開始　ビラ詰め　【3 月下旬】

 ●諸手続【3 月 31 日 ( 火 )　4 月 1 日 ( 水 )】

 ●サークルオリエンテーション【4 月 2 日 ( 木 ) 4 月 3 日 ( 金 )】

※第 2 回サークル代表者会議以降の予定は変更される可能性があります


