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委員長挨拶
正副オリ長の皆さんはじめまして。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。

これから皆さんには、春になって期待で胸
を膨らませながら入学してくる新入生が新し
い生活を始めるためのお手伝いをしていただ
きます。新入生たちにとってオリ合宿は単な
る旅行ではありません。そのことは昨年オリ
合宿を実際に経験した皆さんもよくご存知の
ことでしょう。上級生や同級生との交流の中
で新たな大学生活への展望を開く機会であっ
たはずです。入学から10 ヶ月が経ち、私たちと
皆さんが、新入生が新たな一歩を踏み出すた
めの手助けをする時がやって来ました。本年
度は引率する立場として、新入生に対する自
分たちの責任を理解した上でご参加いただけ
ると幸いです。

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を円滑に実施すべく業務
に邁進していく所存です。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

クラス局長挨拶
オリ長・副オリ長のみなさん、こんに

ちは。オリエンテーション委員会クラス
局長の丸山です。

あと2 ヶ月ほどで新入生が入学して
くる時期になりました。皆さんは、自分
が入学した時のことを覚えていますか。

新しい生活への大きな期待を抱きつ
つも、慣れない環境に緊張したり、不安
を覚えることもあったと思います。

そんななか、クラスオリエンテーショ
ンで得た同じクラスの新入生や、上クラ
とのつながりは心強いものであったの
ではないでしょうか。

　次に上クラとして新入生のために
プレオリやオリ合宿を作るのは皆さん
です。我々オリエンテーション委員会
もオリターの皆さんの力になれるよう、
様々な面でサポートしていきます。新入
生にとって、今後の大学生活につながる
良いクラスオリエンテーションができ
るよう、ご協力を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　
クラス局長

挨拶
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第１章　今後の予定

1.	 予定表
日付 理系 文系

3月27日 第 2回オリター連絡会議
3月31日 諸手続
4月1日 プレオリ 諸手続

4月2日
学部ガイダンス

サークルオリエンテーション
クラス写真

プレオリ

4月3日 オリ合宿
学部ガイダンス

サークルオリエンテーション
クラス写真

4月 4日 オリ合宿 オリ合宿
4月 5日 オリ合宿
4月 6日 授業開始
＊	3月30日～ 4月2日、5日には健康診断が行われます。

2.	 オリター連絡会議

オリター連絡会議の日程や内容はあくまで予定であり、変更される可能性がありま
す。委員会からの連絡に十分注意してください。

第2回オリター連絡会議（3月27日）
	» 下クラ割振り発表
	» 諸手続での顔合わせの説明
	» プレオリ教室発表
	» オリエンテーション中の保険について
	» クラス写真について
	» 救急救命実習
	» 各種注意

3.	 正副オリ長との個別面談

2月中旬～3月上旬で日程を調整し、各クラスの正副オリ長2名と委員が15分程度の
面談をします。面談の日程希望申請は、委員会ウェブシステムにて必ず行ってくださ
い。
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4.	 クラスオリエンテーション

I.	 諸手続時の顔合わせ

理系は3月31日に、文系は4月1日に、900番教室と1号館を使って学部の事務手続が
行われます。この日初めて新入生は自分の所属するクラスを伝えられます。また、オリ
ターとの顔合わせも行います。

II.	 プレオリ

諸手続とオリ合宿の間の日程で行うクラスが多く、オリ合宿に行けない新入生にとっ
ては、同じクラスのメンバーと交流できる貴重な機会となります。行う時間や場所の申
請方法など、詳細は面談にて連絡します。

III.	 オリ合宿

クラスオリエンテーションの最大のイベントです。今年度の標準的な日程は、理系が
4月3日～ 4日、文系が4月4日～ 5日です。詳細はp.13を参照してください。

5.	 サークルオリエンテーション・写真撮影

学部ガイダンスと同日の4月2日と4月3日にサークルオリエンテーションが行われ
ます。これと並行して、クラス写真撮影を行います。

第 1章　今後の予定
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第２章　禁酒措置

昨年同様、クラスオリエンテーションにおける飲酒は全面的に禁止です。
クラスオリエンテーションには、オリ合宿のほか諸手続時の顔合わせやプレオリも

含まれます。

1.	 今年の禁酒措置

今年もオリ合宿全面禁酒を維持するために、以下のような対策を行います。

I.	 オリター連絡会議での注意喚起
各回のオリター連絡会議で正副オリ長の皆さまに注意喚起を行います。

II.	 各クラス正副オリ長２名との個別面談
試験期間終了後より順次、委員が各クラスの正副オリ長２名と15分程度面談します。
日程調査は委員会ウェブシステム上で行います。必ず全クラス申請してください。

III.	 オリター誓約書の義務付け
今回配付したオリター誓約書をオリター全員に記入していただきます。

IV.	 バス出発時の荷物検査
オリ合宿出発の際に酒類をバスに持ち込んでいることを発見した場合、没収など適

切な措置を行います。

2.	 委員会からのお願い

オリエンテーション委員会とクラスの皆さまを中心として粛々と続けられてきた
クラスオリエンテーションは、まさに東大のクラス文化の財産だと考えています。し
かし、残念ながらオリ合宿中の過度の飲酒は後を絶たず、古くは1984年のオリ合宿中
に6名が死亡した山中湖水難事故や、最近では2010年度のオリ合宿終了後に新入生の
保護者から、子供がオリ合宿で一気飲みさせられ、オリ合宿終了の翌日に帰宅したと
の通報が学部に入り、学部から次年度以降のオリ合宿の中止を通達されるという騒動
もありました。

さらに2012年7月にはサークル活動中の教養学部生が無理な飲酒の結果死亡する
事故があり、もし今後オリ合宿中に飲酒が関係する問題が発生すると、次年度以降学
生主体のオリエンテーションが一切できなくなることが予想されます。

何十年と続く東大のオリエンテーションを継承していくためにも、禁酒措置にオリ
ターの皆さまのご協力をよろしくお願いします。
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オリターの皆さんが行う主な仕事は以下の通りです。いずれもクラスオリエンテー
ションには欠かせないので、しっかり把握した上で行うようにしてください。

1.	 オリター連絡会議への参加・各種登録

オリター連絡会議では、クラスオリエンテーションを行う上で重要な連絡や必要な書
類の配付を行います。なお、各種登録をしない場合、クラスオリエンテーションを実行
できなくなる可能性があります。

今回の会議後に行っていただきたい手続きは次の事項です。

●ユーザー登録・クラス登録・正副オリ長登録・面談日時希望登録・下クラ希望調査

これらの登録を行わないと、委員会との円滑な連絡ができなくなるため、下クラが割　　　　　　　　　　　　　
り振られないなどの不利益を被る可能性があります。

●アンケート・オリター誓約書・オリター名簿提出

本日の配布資料に含まれています。アンケートは本日の会議終了後、オリター誓約書・
オリター名簿は個別面談にて必ず提出してください。

2.	 諸手続時の顔合わせ

3月31日と4月1日に行われる諸手続で、新入生と初めて顔合わせをすることになり
ます。その際にプレオリやオリ合宿の説明を行い、その出欠を確認します。

詳細は第2回オリター連絡会議でお伝えします。

3.	 プレオリの計画・実行

諸手続とオリ合宿の間に行われます。新入生同士が始めて顔を合わせる場であり、オ
リ合宿に行かない新入生にとっては交流の貴重な機会となります。クラスによって場
所・内容を自由に設定でき、必要に応じて教室を利用することができます。

詳細は個別面談にてお伝えします。

4.	 オリ合宿の計画・実行

　　正副オリ長はオリ合宿に必ず参加してください。
オリ合宿は新入生同士の親睦を深めるのに大きな役割を果たします。オリ合宿を成功

させるために、綿密に計画を立て下見を十分行うようにしてください。
また、オリ合宿で配布するオリパンフの作成もオリターの重要な仕事です。新入生に

とって貴重な情報源となります。

第３章　オリターの仕事第２章　禁酒措置
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オリエンテーション委員会では、教養学部から発表される新入生のクラス割を元に、
それぞれの上クラに下クラを割り振っています。

1.	 下クラ割振り

新入生の入学時の語学選択によって、科類や語学のクラス数が変動します。そのた
め、全てのクラスに同じ科類・語学の下クラを割り振ることができない可能性があり
ます。特に、履修者が比較的少ないロシア語・韓国語・イタリア語クラスや履修者が増
加傾向にあるフランス語クラス、減少傾向にあるドイツ語クラスは、クラス数の変動
が起こりやすいので留意してください。

同じ科類・語学の下クラを割り振ることができない場合に、以下のような下クラ割
振りが想定されます。ただし、新入生のクラス割がどのようになるのかは不明なため、
詳細は未定です。

	» 同じ科類だが違う語学
	» 同じ語学だが違う科類
	» 1つの上クラに2つの下クラを割振り
	» 1つの下クラを分割して2つの上クラに割振り
	» 1つの下クラを2つの上クラが合同で担当

2.	 下クラ割振り希望調査

同じ科類・語学の下クラを割り振ることができない場合、どのような下クラを希望
するかについての調査を行います（違う語学でも構わないか、クラスの番号は異なっ
ても構わないかなど）。

フォームから希望調査に回答してください。可能な限り各クラスの希望通りに下ク
ラを割り振りますが、場合によってはご希望に沿えない場合もありますのでご了承く
ださい。登録方法はp.10をご覧ください。

3.	 下クラ割振りの発表

第2回オリター連絡会議で発表予定です。なお、新入生のクラス割が後期試験の合格
発表後に行われるため、これより前に確定させることはできません。

当委員会としてもオリターの皆さんの不利益にならないよう尽力しますが、下クラ
割振りの結果によってはプレオリやオリ合宿に影響を及ぼす可能性があることに留
意した上で計画を進めるようにしてください。また、科類やクラス番号等が異なる下
クラが割り振られる可能性があるクラスには、発表前に委員会が個別に打診すること
があります。

第４章　下クラ割振り
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第 5章　各種登録・提出物

1.	 はじめに

I.	 登録内容

	» ユーザー登録（はじめに行ってください）
	» 正副オリ長登録
	» 下クラ割振り希望調査
	» 個別面談希望登録

II.	 注意事項

ドメイン指定のメール着信拒否機能を利用している場合、a103.netを許可して下さい。
委員会からのメールと委員会Webサイトをこまめにチェックして下さい。
登録情報に変更が生じた場合は、速やかに更新して下さい。
ユーザー登録した方に長期にわたり連絡が取れない場合や、虚偽の申請･不正なシス

テム利用が発見された場合には、登録の抹消などの措置をとります。

III.	 委員会Web サイト

委員会Webサイトのアドレスはhttp://www.a103.net/ori/2015/visitor/です。
トップページの「オリターの方へ」をクリックすると、オリター向けページが表示され

ます。オリター連絡会議の日程や、オリパンフ向け資料などは、順次このページにアッ
プしていく予定です。
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第 5章　各種登録・申請

2.	 ユーザー登録

I.	 概要

オリエンテーション委員会のシステムにユーザー登録をします。ただし、サークルな
どの新歓責任者としてユーザー登録を行っている場合は、再度登録する必要はありま
せん。

II.	 登録方法

①Webサイトのリンク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」　
をクリックすると、登録画面が表示されるので、画面に従ってすべての項目を入力し
てください。

②「すべての項目を入力し終えたあと「送信」ボタンを押すと、仮登録が完了します。
仮登録が完了すると、ユーザー登録の受付を知らせるメールがECCSのメールアドレ
ス(「@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp」で終わるものです。「mailsuite」と検索すれば利用できま
す)に送信されます。

③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。ただし、
URLに6時間以内にアクセスしなければ、そのURLは無効となります。

＊	パスワードを忘れてしまった場合、または最初に送信されるURLが無効になってし
まった場合は、Webシステムの「パスワードを忘れた場合」をクリックして下さい。
再度、URLを記したメールがECCSのメールアドレスに送信されます。

＊	登録後、名前･ふりがな･所属･アカウント名は自分で訂正することはできません。
登録内容に誤りがある場合には委員会までメールで連絡して下さい。その他の項目
の間違いは登録後も訂正ができます。

III.	 ログイン

ユーザー登録完了後、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。

IV.	 ログアウト

メニュー画面での操作が終わった時は、ページ右上の「ログアウト」をクリックして
終了して下さい。同じコンピュータを他人と共有して使っている場合などは、必ずロ
グアウトを行って下さい。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。
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3.	 正副オリ長登録

正副オリ長登録は全クラスが対象、締切は2月4日21時です。
I.	 概要

クラスオリエンテーションの責任者として、各クラスの正副オリ長を登録します。
正副オリ長登録を行うためには、オリ長･副オリ長がユーザー登録をし、両名が1回以
上ログインしている必要があります。

II.	 登録方法

まずはオリ長の登録を行います。

①オリ長となる予定の方が、ログイン後のメニュー画面にある「新規クラス登録」か
らクラス登録を行ってください。その際に登録を行った方がオリ長として登録される
ので、この作業は必ずオリ長が行ってください。

②新規クラス登録完了後、オリ長の方のメニュー画面に「副オリ長招待」という項目
が表示されるので、そこから必要な情報を入力し副オリ長を招待してください。招待
を行うと副オリ長がユーザー登録の際に登録したメールアドレスに通知が届きます。

③招待される副オリ長はログインした後のメニュー画面に「クラスのオリターに招
待されています」という項目をクリックし、招待を受けてください。これで副オリ長の
登録が終了します。登録が完了するとオリ長のメールアドレスに通知が届きます。

III.	 注意事項

登録後のオリ長･副オリ長はウェブシステム上では変更することができません。変
更をご希望の際は変更前後のオリ長(副オリ長)の両名が学生証を持って委員会室ま
でお越しください。その際、事前に問い合わせでその旨を伝えるようにしてください。

第 5章　各種登録・申請
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第 5章　各種登録・申請

4.	 下クラ割振り希望調査

下クラ割振希望調査は全クラスが対象、締切は2月10日21時です。

原則としては科類と組番号が一致するように各クラスに下クラを割り振りますが、
例年新入生の語学選択によって同じ組番号でも語学が違ったり、複数の下クラが割り
振られたりすることがあります。その際に委員会が調整を行うときの参考として、下
クラ割振り希望調査を行います。ウェブシステムの「下クラ割振り希望調査」から全て
の項目に答えて送信してください。

下クラ割振りの結果は第2回オリター連絡会議で発表する予定です。

5.	 個別面談希望登録

個別面談希望登録は全クラスが対象、締切は2月10日21時です。
I.	 概要

2月下旬～ 3月中旬に予定されている当委員会と正副オリ長との方々との個別面談
の日時調整を行います。正副オリ長の2名がともに参加できる日時を登録してくださ
い。登録の早かったクラスから順次日時を決定しますので早めの登録をお願いします。

II.	 登録方法

個別面談の期間は2月13日～ 3月10日です。一日が午前（10：00 ～ 12：00）午後1（12：
00 ～ 14：00）、午後2（14：00 ～ 16：00）、午後3（16：00 ～ 18：00）に分かれています。この
中から日にちと時間の組み合わせ選び、第1希望から第10希望まで決めてください。

III.	 注意事項

決定した日時はウェブシステムにて発表予定です。また、面談期間が近くなりました
ら、改めてメールにて日時を連絡します。

可能な限り各クラスの希望通りに行えるように日程を調整しますが、場合によって
はご希望に沿えない可能性があります。予めご了承ください。
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6.	 オリター誓約書・オリター名簿

オリター誓約書とオリター名簿は全クラスが対象、個別面談で回収します。
オリ長・副オリ長だけでなく、オリターの皆さん全員が、クラスオリエンテーション

における１年生の安全に対し引率責任を負います。そこでクラスオリエンテーション
に参加するオリター (2014年度以前の入学者)は全員、別途配付する誓約書と名簿に必
要事項を記入し、個別面談の際にオリ長がまとめて委員会に提出してください。
オリターには、諸手続き時の顔合わせ・プレオリ・オリ合宿のいずれか1つ以上に参
加する方全員が含まれます。

2014年度入学の方については、必ず本人が直接記入してください。代表がまとめて
記入してはいけません。記入漏れや印鑑の押し忘れに注意してください。

2013年度以前に入学した方でも、オリ合宿に参加する方については誓約書・名簿へ
の記入をお願いします。ただし2013年度以前に入学した方については、本人の直接記
入が難しい場合に限り、誓約書の内容を伝え同意を得た上でオリ長が代筆しても構い
ません。その際は、代筆である旨を誓約書に明記し、オリ長の署名と捺印もお願いしま
す。

7.	 トラブルシューティング

I.	 画面が表示されない ･表示できない

登録しようとしても登録画面が表示されない、または登録画面へのリンクが表示さ
れない場合、以下の原因が考えられます。

①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です。代表的なものにはInternet 

Explorer、Mozilla Firefoxなどがあります。当委員会のウェブシステムを利用する際
には以下の環境を推奨しています。
	» ブラウザは	Internet	Explorer、Safari、Google	Chrome、Mozilla	Firefox、Operaの
いずれかの最新版
	» 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

②手順の問題
正しい手順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。必ずWebページの誘導に従って下さい。

第 5章　各種登録・申請
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第 5章　各種登録・申請

II.	 パスワードが分からない /忘れた

基本的に正副オリ長の方が使うパスワードは以下の2つです。

①委員会発行のパスワード(ウェブシステムへのログインに必要)
ユーザー登録の際に大学のメールアドレス(「@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp」で終わるもの)

に送られてきたURLをクリックした後に設定したパスワードです。このパスワード
を忘れた場合は、ウェブシステムの「パスワード再発行」をクリックして下さい。

②ECCS(教育用計算機システム)のパスワード
大学のパソコン端末にログインしたり、MailSuiteを使うときに必要です。このパス

ワードを忘れた場合は、情報教育棟の窓口で再発行の手続きを行って下さい。

III.	 登録ができない

エラーが出る場合、エラー文に従って入力内容を訂正して下さい。エラーの多くは
文字と数字、半角全角の間違いや、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、委員会まで問い合わせフォームなどで連絡して下さい。登録フォームまでた
どり着けない場合、手順を飛ばしていないかを確認して下さい。特に正副オリ長登録
を済ませないとその他の各種登録を行うことができないので注意して下さい。

IV.	 オリ長 ( 副オリ長 ) を交代したい

オリ長(副オリ長)を交代する場合は、新たにオリ長(副オリ長)となる人が「ユー
ザー登録」を行い、1回以上ログインしてから、変更前後のオリ長(副オリ長)の両名が
学生証を持って、委員会室までお越し下さい。

V.	 登録内容を変更したい

①ユーザー登録内容
「氏名」「ふりがな」「所属」「アカウント」以外は、ユーザー登録後もログイン後の画
面の「ユーザー登録情報変更」から変更できます。名前を間違えた場合は、問い合わせ
フォームにてお問い合わせ下さい。

②パスワード
ログイン後の画面の「パスワード変更」から変更できます。

③各種登録
基本的にログイン後の画面から、最初に行った登録と同様に行うことができます。

ただし締切を過ぎて登録内容を変更すると遅れ登録扱いになり、希望が認められない
可能性があります。
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第６章　オリ合宿

1.	 オリ合宿

I.	 オリ合宿計画の流れ

オリ合宿の計画は、基本的にオリターの皆さんの自由です。しかし自由であると同時
に相応の大きな責任が伴うことを忘れないでください。

以下に、一般的なオリ合宿の流れを示しますので参考にしてください。

①オリターを決める
オリターは最低5 ～ 8人いないと、オリ合宿を円滑に行うことが困難になります。一方

人数が多ければ多いほど、一人あたりの負担は減りますが、情報伝達と相互連絡が難し
くなります。クラスごとにオリターの人数に合わせた合宿計画を立て、仕事を割り振る
とよいでしょう。

また合宿に女性オリターが一人も参加しない場合、新入生の女性が参加しづらくなっ
てしまうことも考えられます。クラスに女性がいる場合はぜひ参加を検討してください。

②行き先を決める
次に行き先を決めます。新入生が楽しめるような計画を立て、行き先を決定してくだ

さい。
昨年のオリ合宿の例が、参考資料として本冊子に掲載されている（→p. 16）ので参考に

してください。

③宿を決める
生協トラベルセンターや他の旅行会社と相談して宿泊先を決めます。なお、運動会の

施設や和館といった大学の施設は非常に安く利用できます。
予約の際に注意してほしいのは、オリ合宿に参加する新入生の数は諸手続の日まで確

定しないということです。生協に関しては諸手続の日まではキャンセル料はかかりませ
んが、それ以外の旅行会社の場合はキャンセル料について確認しておいてください。

キャンセル料を始めとする各種トラブルにおいて、委員会は一切の責任を負いません。

④バスを予約する
大人数を引率するならバスを使うのがよいでしょう。
今年も、生協や学部などとの打ち合わせのもと、生協で申し込んだバスのみ駒場キャ

ンパスへの入構を認める予定です。生協以外のバスは、旅行会社と相談のうえ山手通り
や野球場門裏や渋谷周辺などを発着場所としてください。
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⑤下見に行く
合宿場所の下見には必ず行きましょう。
確認すべきことは、現地の気候、宿までの道筋、各種施設の設備、宿の近くに何があ

るか、携帯電話の電波は届いているか、雨が降ったときに使えそうな施設があるか、最
寄の医療機関はどこかなどです。これらの情報を当日のシミュレーションに活かした
り、オリパンフに載せるなど、有効に活用してください。また、予約が必要なものは下
見の段階で予約してしまうとよいでしょう。なお、生協で予約した施設を下見したい
ときは必ず生協トラベルセンターに相談するようにしてください。

⑥当日のシミュレーション
当日何をするかについては事前に予定を立てておいてください。現地で決めようと

いう無計画な姿勢では、結局何もできなかったという事態になりかねません。スポー
ツをする、観光名所めぐりをする、レジャー施設で楽しむなどの新入生が同級生と仲
良くなれるような企画を考えてください。屋外での活動を考えている場合は、雨天の
場合も想定する必要があります。移動中に何をするかもある程度は決めておきましょ
う。

⑦準備
スポーツをするにしてもゲームをするにしても、事前に準備が必要です。出先では

必要なものを揃えられない可能性もありますので、予め購入し持参しましょう。また、
午前出発のクラスは昼食の準備もしておく必要があります。

⑧出発
以上のような準備をして、出発です。例年参加費の徴収は当日行うクラスが多いよ

うです。その旨を諸手続の際に伝えておくのがよいでしょう。

II.	 計画の際の注意事項

オリ合宿の計画を立てる際必ず考慮しなくてはならないのが以下に挙げる5点です。

●費用

一番重要なのは費用です。あくまでオリ合宿は新入生の親睦を深めるための場であ
る以上、費用が高すぎて参加できない新入生がでてくるというのは問題です。どんな
に優れた内容のオリ合宿でも、費用が30,000円を超えるようなら再検討するべきで
しょう。例年、1泊2日で15,000円～ 20,000円が相場のようです。安くて充実したオリ
合宿を計画することは容易ではありませんが、新入生にとってオリ合宿は同級生との
交流を図る絶好の機会です。全員が参加できるように配慮してください。

なお例年、オリター分の旅行費用の大半を新入生に負担させて、平然とオリ合宿に
参加する悪質なオリターが一部に見られます。オリ合宿は新入生のために行うもので
す。このような本来の目的に反する行為は絶対にやめてください。

第 6章　オリ合宿
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●距離・時間

1泊2日で朝に出発する予定であれば、午後には企画を始められる程度の距離の場所
がよいでしょう。理系の一部の新入生は4月5日に健康診断があります。また、4月6日
には授業が始まります。それまでには必ずオリ合宿から帰ってくるようにしてくださ
い。

●雨天時の対応

グラウンドや広場があるところでは、道具さえあればスポーツをすることができま
す。しかし、「外でサッカー」という計画を立てていても、もし雨が降っていたら何もで
きなくなってしまうのでは困ってしまいます。雨天時を考慮して、体育館やその他の屋
内施設のある場所を選ぶというのも１つの対策になるでしょう。初めから天候に左右
されない計画を立ててしまうのも有効です。

なお、雨天であってもバスの配車場所（出発時にバスが皆さんを迎えに来る場所）は
変更できません。予めご了承ください。

●施設

当日になって予想外の事態にならないために、利用する施設はしっかり下調べ・下見
をしておきましょう。また、パーティー場があるかも重要です。大抵の旅館にはありま
すが、無い可能性もある他、様々な制限（持ち込みが有料であるなど）がある可能性もあ
ります。逆にカラオケの設備などが充実した会場があるかもしれません。こちらもあら
かじめ確認しておくことをお勧めします。

●事故対策

オリ合宿当日はオリターの皆さんが責任を持って新入生の皆さんを引率することに
なります。万一の事態に備えて、旅行先の救急医療機関の場所などを調べておいてくだ
さい。

また、後述する保険に関する記述を読んだ上でオリターの皆さんの保険加入につい
ても検討してください。

III.	 保険

委員会ではオリターの皆さんに、オリ合宿に行く際保険に加入することをお勧めし
ます。

新入生については委員会が一括して保険をかけますが、オリターの皆さんには委員
会が保険をかけるということはしません。

しかし例年新入生の事故よりオリターの事故の方が多いという傾向にあるので、合
宿に参加するオリターの方も全員保険をかけることをお勧めします。

この保険はレクリエーション中の怪我や器物の損壊にも適用されます。保険は随時、
生協トラベルセンターで受け付けています。

第 6章　オリ合宿
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2.	 昨年のオリ合宿

2014年度のオリ合宿のデータの抜粋です。計画を立てる際の参考にして下さい。ま
た、委員会にて近年のオリ合宿に関するデータを保管していますので、参考にしたい
という方は問い合わせよりご連絡下さい。

I.	 新入生費用
　     

～ 9999円　 2クラス
10000 ～ 14999円　 56クラス
15000 ～ 19999円　 23クラス
20000 ～ 24999円 21クラス

II.	 宿泊場所

山梨県　 40クラス
群馬県　 6クラス
千葉県　 11クラス
栃木県　 9クラス
静岡県　 22クラス
埼玉県　 4クラス
東京都　 2クラス
茨城県　 3クラス
神奈川県　 1クラス
長野県　 4クラス

III.	 クラス別の例

例 1	【行き先】	軽井沢

【集合】 8:30に駒場 【解散】17:00に駒場  【新入生費用】 ￥20,000
1日目
8:30 集合 /9:00 出発/13:00 到着/14:00 体育館レク/16:00 温泉/18:30 夕食
2日目
10:00 ブランチ/13:00 宿出発/17:00 駒場着、解散

例 2	【行き先】	マザー牧場

【集合】 8:45に駒場【解散】 16:00に駒場 【新入生費用】 ￥15,000
1日目
9:00 駒場出発/11:00 マザー牧場（いちご狩り）/16:00 マザー牧場出発/18:00 宿着
/18:30 夕食（BBQ）
2日目
9:00 起床・朝食/10:00 体育館/13:00 昼食/14:00 宿出発/16:00 駒場着、解散 

第 6章　オリ合宿
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例 3	【行き先】	宇都宮

【集合】 8:30に渋谷 【解散】 16:30に渋谷 【新入生費用】￥15,000
1日目
8:30 集合 /9:00 出発/11:30 宇都宮に到着/13:00 食事終了、再出発/14:00 宿に到着　　　　　　　
/14:30 体育館レクリエーション開始/17:30 終わり/18:00 食事/19:00 自由時間・入浴
/21:30 懇親会
2日目
8:30  朝食/9:30 出発/10:50 那須ハイランドパーク到着/14:30 出発/17:30 渋谷着/解
散

例 4	【行き先】鴨川シーワールド

【集合】 8:30に駒場【解散】 16:00に駒場 【新入生費用】￥15,000
1日目
8:30 集合/9:00 出発/12:00 鴨川シーワールド到着、昼食後、観光/17:30 鴨川シーワー　
ルド出発/18:00 ホテル着、風呂/19:00 夕食/2000 コンパ
2日目
8:30 起床、朝食/1000 クラス委員決め/11:00 ホテル出発/12:00 昼食会場 到着/14:00 
昼食会場出発/16:00 駒場着、解散

例 5	【行き先】白馬でレク、そば打ち体験

【集合】 8:20に駒場 【解散】 18:00に駒場 【新入生費】￥16,000
1日目
8:20 集合 /9:00 出発/14:30 白馬着、体育館でレクor散歩/18:00 BBQ/21:00 コンパ(ビ
ンゴ大会あり)
2日目
8:00 起床、朝ご飯/10:00 そば打ち体験/13:30 白馬発/18:00 駒場着、解散

第 6章　オリ合宿
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オリパンフとは、上クラが制作する新入生向け冊子のことです。ページ数や内容はク
ラスによって様々で、過去には200ページ2部構成という超大作もあったそうです。内
容は基本的にオリターの皆さんが自由に決めるものですが、新入生にとって役に立ち、
読んで楽しめるようなものにしてください。

また、内容に関して遵守していただきたい事項がありますので、以下の事項を読んだ
上で製作してください。

1.	 内容に関しての注意事項

I.	 掲載が禁止されている内容

●飲酒について
飲酒に関する記述は絶対に掲載しないでください。記述がある場合、オリパン

フの該当ページを切り取ってもらったり、委員会がオリパンフを回収したりするなど
の措置を取ります。

例年、飲酒の強要など過激な記事を載せるオリパンフが多数あり、目にした保護者の
方から苦情が多数寄せられます。また、「酒」と言う言葉が入っているだけでもクレー
ムが寄せられることもあります。保護者の方のクレームにしたがって、オリパンフの
該当ページを切り取る、ということも過去にはありました。その場合オリ合宿の出発
前に切り取りを行わざるを得ず、オリ合宿の計画に支障をきたす可能性があります。

オリターの自己紹介などでも、飲酒に関する内容は絶対に含めないでください。

II.	 掲載が必須の内容

●自治団体クラス役員紹介文
オリ合宿では、各自治団体のクラス役員を決めます。その際、新入生が各クラス役員

の業務を把握できるよう、各自治団体のクラス役員紹介文をオリパンフに載せてくだ
さい。

各自治団体のクラス役員とその人数は、次のとおりです。

	» 自治委員・・・2名
	» 代議員・・・クラス人数8名につき1名（うち2名は自治委員が兼任）
	» 生協委員・・・4名以上(うち1名はクラス代表、1名は教科書共同購入責任者)
	» 学友会連絡委員	・・・1名
	» 学生会館連絡委員・・・1名
	» 五月祭・駒場祭連絡係・・・2名
	» 運動会連絡委員・・・1名
	» オリ長・・・2名(正副1名ずつ)

第 7章　オリパンフ
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各自治団体のクラス役員説明文を本冊子に掲載している（→ p.24）ので参考にして
ください。

またこの説明文はtxt形式で委員会ウェブサイトにも掲載しています。
その役員を実際に務めたオリターの感想を交えれば、オリパンフの内容がよりわか

りやすくなるでしょう。

●危険な勧誘行為について

大学内には、反社会的な団体がいくつか存在します。新入生は、これらの団体に関す
る知識や対策を全く持たずに入学してきますので、新歓期にはこのような団体が新入
生を自団体に引き込もうと危険な勧誘行為を行う可能性が非常に高いです。実際に、
危険な勧誘行為をめぐるトラブルが例年絶えません。

新入生が危険な勧誘行為、さらには反社会的な団体から自らの心身を守れるように、
危険な勧誘行為についての注意を必ずオリパンフに掲載してください。新入生に、適
切な知識と危険な団体についての情報を提供してください。

参考資料が本冊子に掲載されている（→ p.21）ので参考にしてください。
またこちらの説明文もtxt形式で委員会の公式Webサイトに掲載しています。

III.	 掲載が推奨されている内容

●『槌音』についての紹介

例年委員会が発行し新入生に配布している『槌音』には、サークル紹介や新入生への
アドバイスなど有益な情報が数多く掲載されています。しかし残念ながら認知が十分
行き渡らず、十分に活用されているとは言いがたいのが現状です。本冊子のp.31 を参
考にオリパンフに『槌音』の案内を載せていただければ幸いです。

またその他の新入生オリエンテーションについての紹介もp.31に掲載しています。

●委員会の新入生向けのページの紹介

委員会では公式Webサイトに新入生向けページを用意し、サークル検索など新入
生に有益な情報を提供する予定です。公式Webサイトのアドレス（http://www.a103.
net/ori/2015/visitor/）も掲載していただけると幸いです。

IV.	 オリパンフを作るにあたって

オリパンフを作る際に、知っておくと便利なこと、知っておいてほしいことをいく
つか紹介します。

●過去のオリパンフ

委員会では、過去のオリパンフを保管しており、オリパンフの内容を決める際に参
考にすることができます。閲覧を希望する方は、委員会室（キャンパスプラザA棟103
号室）までお越しください。

第 7章　オリパンフ
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●印刷・製本

オリターの皆さんが自分たちで印刷・製本する場合は、学生会館のゲスプリンターや
中綴じ製本機等を使うと、速く安く作ることができます。ただし諸手続の直前期になる
と、クラス・サークルの利用でゲスプリンターは混み合いますので、余裕を持って完成
させることをお勧めします。自作する場合には以下の作成方法の例も参考にしてくだ
さい。

自分たちで印刷・製本せずに印刷所に頼むこともできます。費用はかかりますが、きれ
いなオリパンフを作ることができます。

●完成したら

完成したオリパンフは、諸手続での顔合わせの際に、新入生に配布してください。また、
オリパンフは出来上がり次第、委員会室（キャンパスプラザA棟103号室）に2部お持ち
ください。これは、諸手続の日に来られずオリパンフをもらえなかった新入生に渡した
り、次年度オリエンテーションのための資料として保管したりします。ご協力お願いし
ます。

V.	 オリパンフの作成方法の一例

①学友会で紙の援助を受ける

学友会室（キャンパスプラザA棟102号室）で援助を受けることができます。ほかにゲ
スプリンターの印刷代金などの援助も受けられます。詳細はクラスの学友会連絡委員
か学友会室まで確認してください。

②「印刷」　学生会館のゲスプリンターを利用して印刷

学生会館のロビーに設置されているゲスプリンターを利用すると速く安く作ること
ができます。学生会館のゲスプリンターは予約制のものが2台と当日利用のものが4台
あります。詳しくは学生会館の窓口に問い合わせてください。

③「ソート」　1冊ごとに丁合する

印刷したものを1冊分ごとに順番にまとめ、製本の準備をします。
手作業でも可能ですが、学生会館のロビーにあるソーターを利用することができます。

④「製本」　学生会館の中綴じ製本機などを利用

重ねた紙を自動でとめる機械があります。ただし、1台しかないため混み合う可能性
があります。製本機が使えない場合には、学生会館で中綴じホチキスを借り、手作業で
製本します。

第 7章　オリパンフ
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新歓期には多くの団体が新入生を獲得するために勧誘活動を行いますが、中には新
入生の考え方をコントロールして強引に自団体に引き込んだり、自団体の活動の実態
を偽って新入生をだましたりする危険な勧誘行為を行う団体も存在します。

新入生はこれらの団体の危険性を十分認識しておらず、知識を持ち合わせていない
ため、彼らの危険な勧誘行為の犠牲になってしまう可能性があります。そのため、新入
生が自分で正しい判断を下せるよう、各クラスのオリエンテーションやオリパンフに
よって必ず注意を行うようにしてください。

以下、危険な勧誘行為の例と過去において存在した問題を挙げます。

1.	 	注意を要すると見なされる勧誘行為

I.	 過度の物品の授受・金銭授受

新歓期における適度な｢おごり｣は、新入生とより親しくなるきっかけの一つと言え
るでしょう。しかし、あまりに多くおごられすぎてしまうと、新入生は断りにくくなっ
てしまいます。常識を逸する過度の物品の授受に対しては注意を促してください。

また、新歓期の金銭の授受は禁止されていますのでこれについても注意を促してく
ださい。

II.	 権威を暗示するような言葉

有名人などの権威を利用して、そのサークル・団体を持ち上げるような勧誘行為に
は気をつけてください。たとえば、｢あの有名な○○さんが所属していた、由緒ある
サークルです｣といった勧誘には、過度に反応してしまわぬよう注意を促してくださ
い。

III.	 本人を隔離しようとする行為

｢大学の授業は受けても意味がないから行く必要はない｣「大学でできた友人は信頼
に値しない」などという言葉で、新入生を同級生から隔離し、自団体の合宿などに参加
させようとする勧誘には注意が必要です。新入生が新しい人間関係を構築するチャン
スを奪い、自団体に引き込もうという意図をもったこのような勧誘には十分注意を促
してください。

IV.	 過度に親しみを示す行為

｢君は出世するよ｣｢笑顔が素敵｣などという褒め言葉には注意が必要です。また、｢同
じ地方出身者だね｣などの親近感を高めるような言葉にも注意するよう促してくださ
い。

資料　危険な勧誘行為
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V.	 過度に反復性のある行為

繰り返し電話をかける、繰り返し郵便物やメールを送る、さらには繰り返し同じこ
とを伝えるといった行為は、一般にハラスメント行為とされています。こういった勧
誘をしている側は、｢いずれ、嫌々でも受け入れるようになるだろう｣という考え方を
しています。このような強引な勧誘は犯罪になりえますので注意するように促してく
ださい。

VI.	 密閉空間へのつれこみ

マンションの一室など、圧迫感のあるような場所に連れて行かれる、見知らぬ人に
取り囲まれるなど、本人にとって危険を感じるような状況では自由な判断ができなく
なりがちです。相手が本当に信用できるようになるまでは｢どこか場所を変えて話そ
う｣という誘いには応じないように注意を促してください。

VII.	 二者択一式の質問の繰り返し

二者択一式の質問の繰り返しは、思わぬ結論につながることがあります。論点を少
しずつすり替えていくことで、全く無関係であるはずのものを関係があるように見せ
るも可能です。｢○と×、どちらが正しいと思いますか？｣というような質問には注意
をするよう呼びかけてください。

VIII.	 過度な思想の否定・説得行為

勧誘活動の中で、例えば｢あなたの考え方は間違っています｣と頭ごなしに言われた
場合には、誰もが自己を見失いやすい状態になります。そのような状況では、本来誤っ
ているはずのものまで正しく思えてしまい、誤った結論に陥ることがあります。言わ
れたことを全て鵜呑みにするのではなく、｢本当にそうなのか？｣と疑い、時には一歩
退いて冷静に考えるよう促してください。

IX.	 一見 ｢自由｣ な雰囲気

｢私たちは○○を研究しています。これについて私達と一緒に考えていきません
か？｣という勧誘は単純明快で、あたかも自由な気風を持ったサークルのように感じ
られます。しかし、そのサークル活動の中で、知らず知らずのうちにある特定の考え方
へと誘導されてしまうことがあります。｢ある特定の考え方へ誘導されている｣｢洗脳
されている｣と明らかに判断されるような勧誘を受けた場合、当委員会もしくは学生
生活相談所に相談するように促してください。

X.	 脅迫行為

「私たちの団体に入らないと～～～」などは脅迫行為です。このような勧誘を受けた
場合には、当委員会もしくは学生生活相談所に報告するように促してください。

資料　危険な勧誘行為
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2.	 	過去における問題

実際、とある団体(以下団体Xとする。)が、学生に対して｢洗脳｣行為を行い、その結果
として学生を｢反社会的活動｣に動員したという問題があります。団体Xは先に挙げた
ような方法をはじめとして、さまざまな手段を用いて学生を誘導し、自団体に加入させ
ていきました。さらに、加入した学生を｢洗脳｣し、｢自分の意思とは無関係に｣霊感商法
に代表される｢反社会的活動｣に送りだしていきました。

このような問題から、現在、団体Xは自治活動から排除されるという異例の措置をと
られています。現在では団体Xの問題は鎮静化し、大きな問題にはなっていませんが、
こういった問題が今後も起こらないとは限りません。

また最近では団体X以外の事例として、破壊的カルト教団による勧誘活動も見られ、
代議員大会でも問題として取り上げられています。このような過去を踏まえた上で、再
び危険な勧誘による犠牲者を出さないため、新入生に注意を呼びかけていく必要があ
るのです。

3.	 	おわりに

以上にあげた勧誘行為は、必ずしも｢反社会的な団体｣だけでなく、いわゆる一般の
サークルでも起こり得るということを忘れないでください。いざ自分が当事者となっ
た時、冷静な判断を行なうことは意外に困難です。危険な団体から身を守り、トラブル
を避けるためには、個人の注意が最も大切なのだということを新入生に十分に伝える
ようにしてください。

資料　危険な勧誘行為
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各クラスから選出されることになるクラス役員に関する説明です。各項にて募集団
体と役員に関する説明を行います。

1.	 自治会関係のクラス役員 ( クラス人数による）　　　　　　　　　　　
　　	募集団体：東京大学教養学部学生自治会

　≪学生自治会の概要≫
　学生自治会は、学生の手でよりよい学生生活を実現することを目的として活動す

る学生自治団体です。学生の実態調査とそれに基づく大学との協議、学生が企画・運営
を行う「自主ゼミ」、教科書リサイクル・過去問コピーサービスなどの学生支援サービ
ス、学生用ロッカーの管理、「女子オリ」や「進振り相談会」といった企画など、さまざま
な活動を行っています。

　学生自治会が大学と交渉したものの中には、クーラー設置や進振り制度改善など、
実際に改善がなされた例も多くあります。また、毎学期多様な自主ゼミが開講され、自
由で活発な学びが展開されています。東大で少数派である女子の新入生を応援する

「女子オリ」には毎年200名もの参加があります。

　学生自治会は全員加盟制です。新入生のみなさんも全員、学生自治会の一員とな
るため、学生自治会の取り組みに参加したり、支援を受けたりすることができます。ま
た、何か授業や進振りや課外活動などで困ったこと、こんなことがしたいといった要
望がありましたら、学生自治会までお寄せください。ご相談に乗り、解決できそうなも
のについては積極的に動きます。

　実際の運営には、有志で活動する事務局員や理事、そして各クラスから選出され
た２名のクラス役員が携わっています。クラス役員については以下に説明を載せてお
ります。事務局員や理事の仕事に興味がある、やってみたいという方はぜひ自治会室
までおこしください。

　学生自治会は、学生に身近な組織として、みなさんの学生生活を全力で応援しま
す。お気軽に自治会室までおこしください。

　
　以下、学生自治会関連のクラス役員についてご説明します。

▼自治委員（２名）
自治委員は、クラスの代表としてクラスメイトと学生自治会をつなげるのが役割で

す。

・自治委員会に出席し、クラスを代表して議決に参加する
・学生自治会からクラスへの連絡を伝達
・クラスでのアンケート配布、回収、提出

資料　クラス役員説明
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・自治会長選挙の投票事務
・ロッカー鍵の管理

　などを行います。また、代議員（下記）を兼任します。

自治委員会は、学生自治会の常設の最高議決機関で、活動方針や予算などについて審
議します。年に数回、昼休みまたは放課後に開催されます。自治委員会では、自治委員の
皆さんの活動補償として食事を支給します。

また、アンケート実施や投票事務などにおいて、業務に対して補償費をお支払いする
ことがあります。

自治委員については、授業開始後まもなく招集がかかるので、学内の立て看板や、メー
ルによる連絡に注意してください。

▼代	議	員（８名につき１名、うち２名は自治委員）
学生自治会の非常設の最高決議機関、代議員大会で議決権を持つ役員です。
代議員大会は、自治委員会で決まったことの審査など特に重要な決定を行う必要があ

る場合に、不定期に開催されます（従って、年間を通して開催されない可能性もありま
す）。

クラス人数	 代議員数
25 ～32 名	 4 名（うち2名は自治委員）
33～ 40 名	 5 名（うち2名は自治委員）

各クラス8名につき1名選出します（端数は切り上げ）。うち2名は必ず自治委員が兼
任します。従って、各クラスの代議員数は右表の通りになります。クラス人数によって
代議員数が異なるので、注意してください。

なお、代議員大会でも、代議員の皆さんの活動補償として食事を支給します。

自治委員会や代議員大会に関する規定については、本会の配布冊子やホームページ上
に掲載されている学生自治会規約を参照してください。

いずれの役員もクラスの承認を得ることによって、途中で交代することが可能です。
その場合は、すみやかに自治会室で交代届を記入・提出してください。そのほか、学生自
治会関連のクラス役員について不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。

2.	 生協委員 (4 名以上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　	募集団体：東大生協駒場学生委員会

東大生協駒場学生委員会は、各クラスからクラス役員として、4 名以上の生協委員と、
選ばれた生協委員の中から 1 名のクラス代表と1 名の教科書共同購入責任者を選出す
ることをお願いしております。

生協委員の役割は「生協の活動に積極的に参加する」ことです。

まず、４月に行われる「生協委員ガイダンス」に出席し、生協の仕組み、活動等を理解し

資料　クラス役員説明
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資料　クラス役員説明

ていただいた上で、生協の行う行事、活動に積極的に参加していただきたく思います。
当面の重要な活動としては、「第二外国語の教科書の共同購入」があります。第二外国
語の教科書は、生協委員がクラスの全員分を一括購入し、クラスの各人がその教科書
を生協委員から購入する、という形をとっておりますので、生協委員の方々にはその
工程を取り仕切っていただくことになります。

生協委員ガイダンスについては、3 月末のオリター連絡会議で配布する「生協委員の
方へ」というプリントに詳細を載せています。各クラスのオリターの方は、オリ合宿に
て新入生の生協委員の方にそちらのプリントをお渡しいただけますようご協力をお
願い致します。

クラス代表については、クラスで１名以上、生協委員が兼ねるという形での選出をお
願いします。クラス代表の方には、任期1年（1年次もしくは2年次以降）の「総代」とい
う役職に立候補していただきます。

総代の方には、5月末に行われる「総代会」に出席していただきます。総代会は、生協
組織内での重要な事項を決定する議会のようなものであり、その場での総代の意見が
今後の生協の運営に直接反映されることになります。総代会が行われるのは原則的に
は年に１度ですが、「臨時総代会」が行われることもあります。

各クラスのクラス代表の方々の中からどなたに総代になっていただくかは、生協委
員ガイダンスにて決定したいと思います。なお、クラス代表や生協委員でなくても、組
合員であれば総代に立候補することができます。

教科書共同購入責任者の方には、前述の「第二外国語の教科書の共同購入」の際に、購
入及び配布を取り仕切ってもらいます。責任者の方は必ず生協委員ガイダンスに出席
し、教科書共同購入の登録をしていただくようお願いいたします。

生協委員、クラス代表、教科書共同購入責任者とも、その役職上の負担、責務はほとん
どありません。積極性のある方の立候補をお願いします。

3.	 学友会連絡委員（1名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　		 募集団体：東京大学教養学部学友会学生理事会

学友会連絡委員は、学友会とクラスとの橋渡しを務める役員で、クラスごとに1名選
出して頂きます。

学友会は、前期過程のクラス全てと有志のサークルが加盟している、学生の活動を
応援する学生団体です。学友会の主な活動としては、サークルに対する予算援助や部
室割り振りのほか、日常業務として加盟クラス・サークルの皆さんへの現物援助・印
刷代援助が挙げられます。現物援助とは、印刷に使用するコピー用紙や色上質紙、コ
ピーカードに加え、五月祭や駒場祭で使う立て看板の資材やハケなどを、クラス活動
の支援のために物品を支給する制度のことです。皆さんのクラスには毎月3000円（評
議員クラスなら4000円）の援助枠を設け、その枠内で援助を行っています。上記の物
品の他にも模造紙やガムテープ等を用意しておりますので、詳しい援助内容につい
ては、学友会連絡委員の皆さんに発行される連絡委員証や学友会の業務管理システ
ムG-BAS(https://gakuyu-kai.org/g-bas/)にて確認してください。また、学生会館でク
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ラス活動として印刷をしたときは、学生会館の窓口で領収書をもらえば、毎月の援助額
からその印刷代の援助を受けることも出来ます。これらの援助は全て学友会室窓口に
て行っていますので、援助を受けられる方は学友会室までいらして下さい。学友会室は、
キャンパスプラザA棟1階の、A102という部屋です。

以上は、学友会が学生皆さんに対して行う援助活動です。次に、委員になった方のお仕
事について説明致します。

まず一つ目は、4月の中旬頃に開催される「学友会連絡委員説明会」への出席です。連
絡委員になった方は、まずこの説明会に出席し、「学友会クラス連絡委員証」を発行する
ための手続きを行って下さい。日程などについては、メールや電話等にてお知らせ致し
ます。

二つ目の仕事は、半年に一回行われる学友会の総会への出席です。総会では学友会の
活動方針についての議決の他、学友会を構成する評議員団体の選出等を行います（評議
員を初めとした学友会の詳細な説明については、学友会学生理事会が毎年発行し、新歓
にて配布している『学園』を是非お読み下さい）。重要な連絡事項がある場合もございま
すので、各クラスの連絡委員の方は是非参加して頂くようお願い致します。

最後に、学友会では「総務」を募集しています。学友会はこれまで学館建て替え・改修の
取り組みをはじめ、銀杏並樹文学賞や部室割り振り作業を行ってきました。これからも
学友会に求められることは多く、学生の皆さんのためにもしなければならない業務は
山積しています。学友会は熱意ある皆さんを歓迎します。興味がある方は是非学友会室
へお越し下さい。

4.	 学生会館連絡員 (1 名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　				募集団体：東京大学学生会館委員会

学生会館連絡委員とは、学生の自主・自治活動にとって重要な場である学生会館と
キャンパスプラザという施設の運営などに関して、各クラスと学生会館委員会を橋渡
しする役割を担うクラス役員で、各クラスから1名ずつ選出します。

学生会館には、多くのサークルの部室があるほか、学生なら誰でも使用できる会議室・
音楽練習室・和室などの施設があり、もちろんクラス活動でも使用することができます。
また、学生会館では、備品の貸出を行っており、さまざまな備品を借りることができま
す。例えば、入学してまもなく行われる五月祭、11月に行われる駒場祭の準備などで、立
て看板や冊子の作成のために必要な工具や文具類も学生会館で借りることができます。

また、学生会館にはゲスプリンターが設置されています。ゲスプリンターとは、大量の
印刷物を刷るのに使用する便利な印刷機です。学生会館のゲスプリンターは、毎年、駒
場祭やオリエンテーションの際のビラの印刷や、試験前のシケプリの印刷に多くの学
生が使っています。

このように、クラス活動やサークル活動にとって重要な役割を果たしている学生会館
の運営は、学生の自主管理のもとに行われています。学生自身が管理運営しているから
こそ、学生の自由な活動と自主活動の権利が保証されているのです。

資料　クラス役員説明
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資料　クラス役員説明

学生会館連絡委員の主な役割としては、学生会館の使用に関する必要なことを、クラ
スの皆さんへ伝達することがあります。当委員会が入学時にお配りした学生会館委員
会のパンフレットの内容をクラスに周知して欲しいと思います。

クラスの連絡委員の説明は以上ですが、学生会館委員会では「学生会館運営委員」を
募集しています。運営委員とは、学生会館・キャンパスプラザの自主管理運営の事務を
行う委員です（詳しくは、パンフレットをお読みください）。運営委員には、窓口業務等
に応じた活動保障費の支給、個人ロッカーの支給などを受ける権利があり、また学生
会館・キャンパスプラザに自分の居場所を持つことができます。興味を持たれた方は
ぜひ、気軽に学生会館の事務室にお越しください。お待ちしています。

5.	 五月祭 ･ 駒場祭連絡係 (2 名 )	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　		 募集団体：五月祭常任委員会・駒場祭委員会	

1. 五月祭、駒場祭とは	
五月祭と駒場祭は、東京大学で行われる学園祭です。五月祭は5月に本郷キャンパス

で、駒場祭は11月に駒場キャンパスで行われます。今年は五月祭が5月16日（土）・17
日（日）の2日間、駒場祭が11月21日（土）～ 23日（月・祝）の3日間の日程で行われる予
定です。 

五月祭、駒場祭ともに例年400以上の企画が参加し、来場者はいずれも10万人近くに
も達する全国有数の規模の学園祭です。それぞれ五月祭常任委員会、駒場祭委員会と
いう学生団体が祭の管理・運営を行っており、参加団体もほぼ全て学生により構成さ
れています。 

2. 五月祭・駒場祭連絡係とは	
五月祭、駒場祭ではサークルなどの他にも多くのクラスが企画を行います。最初の五

月祭は新入生の皆さんにとっては入学後間もない時期に行われますが、模擬店等を出
すことによって参加することができます。その際に、クラスの代表として五月祭常任
委員会からの連絡を伝えたり、各種の登録を行ったりして、中心となって企画を行っ
ていくのが五月祭・駒場祭連絡係の仕事です。

最初の仕事は、4月上旬に行われる「新入生参加説明会」に出席することです。企画を
出すにあたっては場所の斡旋や各種必要資材の調達などにおいて委員会がサポート
を行うので、予備知識は特に必要ありません。「クラスの中心として学園祭に取り組み
たい」という意気込みのある方はぜひ連絡係になってほしいと思います。 

3. 五月祭・駒場祭に参加するには	
五月祭・駒場祭に参加する企画の代表者の方は「企画代表者会議」という説明会に参

加していただきます。これは委員会が企画の方に参加方法の説明や重要事項の連絡を
するために行っているものです。 

五月祭・駒場祭に関してわからないことがありましたら、いつでも下記の連絡先まで
お問い合わせください。また、ウェブページにも情報が記載されているのでそちらも
あわせてご覧ください。 
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五月祭常任委員会 
本郷本部：本郷キャンパス第二食堂3階6号室 
駒場支部：キャンパスプラザA棟103号室 
URL：http://gogatsusai.jp 
連絡先：contact@gogatsusai.jp 
           03-5684-4594 

駒場祭委員会 
場所：キャンパスプラザA棟103号室 
URL：http://www.komabasai.net/ 
連絡先：kfc@a103.net 
　　　  03-5454-4349

6.	 運動会連絡委員 (1 名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　		 募集団体：東京大学運動会

一般財団法人東京大学運動会は運動の場を提供し、スポーツの普及と東大のスポーツ
水準向上をめざすために、東京大学運動部への支援・助成、及び東京大学に所属する学
生・教職員へのスポーツ機会の支援・助成を行う法人です。他の大学で言うところの「体
育会」に相当するもので、1886年に設立され、歴代会長は東京大学総長が兼任していま
す。

具体的な活動としては、グラウンド・スポーツ用具の貸し出し、講習会など様々なイベ
ントの実施、検見川総合運動場や保健体育寮の運営、東京大学運動会運動部の活動支援
などを行っています。

講習会とは馬術講習会やスケート講習会を始めとするスポーツ体験のプログラムで、
各運動部の指導の下、普段体験することのない様々なスポーツに触れることができま
す。また、この他にも運動会は六大学野球応援ツアー、アメリカンフットボール応援ツ
アーなどの試合観戦ツアー（運動部の白熱した試合を格安で観戦することができます）、
検見川運動会、後述の駒場運動会をはじめとするスポーツ大会など様々なイベントを
開催しています。

保健体育寮とは東京大学運動会が保有する宿泊施設で、学生は三食付けて一泊4000
円程度という格安の料金で宿泊することが出来ます。下賀茂寮・戸田寮（静岡県）、山中
寮（山梨県）、乗鞍寮（長野県）と4つの寮が存在しそれぞれが豊かな自然を備え、学生同
士の交流に最適です。クラス旅行や部活の合宿のほか、正課授業や学会等でも利用され
ます。

そして、運動会連絡委員は運動会の理念に則り、東京大学の学生全体がスポーツに触
れる機会を増やし、スポーツを振興させることを目的として設置されました。具体的な
仕事としては以下の三つがあります。

資料　クラス役員説明
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・4月に開催される駒場運動会にて、主催者である東京大学運動会と連絡を取りつつ
クラスが運動会に参加するための手配をする。
・東京大学運動会が開催している様々なイベントについて運動会から情報を受け取

り、クラス内で宣伝を行う。
・年二回ほど開催される総会に参加し、運動会の運営改善のためのアンケート調査

に協力する。

駒場運動会とは運動会が主催するイベントの一つで、文字通り駒場キャンパスにて
4月に主に新入生を対象として開催されるスポーツ大会です。様々な競技が開催され
豪華な景品もあり、各クラスは自由に参加することができます。運動会連絡委員はこ
の駒場運動会に委員として深く関わるほか、上記の様々なイベントについていち早く
情報を入手できることから、運動に興味を持っている人には是非おすすめする委員で
す。

なお、4月には委員の仕事内容、及び駒場運動会参加のための手続きについて説明す
る総会を開催しますのでメール等の連絡を見落とさないよう注意して下さい。

7.	 オリ長（正副各 1名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　	募集団体：オリエンテーション委員会

東京大学教養学部オリエンテーション委員会は、クラスやサークル等での新入生へ
のオリエンテーション活動全般を統括している学生自治団体です。

昨年度までは「オリエンテーション連絡委員」という名目で各クラスより2名の役員
を募集しておりましたが、本年度より各種連絡の効率化を図るため、「オリ長」として
正副それぞれ1名ずつ募集いたします。

オリ長には委員会からクラスへの各種連絡の窓口となっていただきます。具体的な
仕事内容といたしましては、2016年度におけるクラスオリエンテーションの運営と、
それに伴うオリター連絡会議への出席に加えて、クラス写真の取次やオリエンテー
ションについてのアンケートの実施と回収などを行っていただきます。この他にも必
要に応じて委員会への協力をお願いすることがございます。

資料　クラス役員説明
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オリエンテーション委員会では新入生を対象に、様々な情報を提供しています。以下
を参考にして、新入生オリエンテーションの紹介をオリパンフに掲載していただくよ
うお願いします。

I.	 オリエンテーション委員会とは

オリエンテーション委員会とは、新入生のためにクラスオリエンテーションやサーク
ルの新歓活動などの統括を行っている学生自治団体です。

II.	 『槌音』とは

オリエンテーション委員会が発行している、新入生向けの情報冊子です。東大のほと
んどのサークルを網羅したサークル紹介をはじめとして、学生生活や駒場周辺の情報、
学生団体の紹介など、学生生活に役立つ情報を掲載しています。諸手続きの日に新入生
に配付されますので、ぜひ読んでみて下さい。

III.	 サークルオリエンテーションとは

4月2日、4月3日に行われる、サークルなど各団体が一堂に会しての新歓活動です。各
団体ごとに部屋が割り振られていますので、興味のある団体をいくつも訪ねてみては
いかがでしょうか。

IV.	 『Komaba	Walker』とは

新入生歓迎行事などを紹介する冊子です。特に前述のサークルオリエンテーションに
関しては、構内図を含め詳細な情報が載っているので、サークルオリエンテーションの
際にはぜひ持ち歩いて有効活用して下さい。

V.	 オリエンテーション委員会Web サイト

オリエンテーション委員会では、新入生に役立つ情報をインターネット上でも提供
しています。東京大学のサークルを検索できる「サークル検索」やクラスオリエンテー
ションの行き先･日程など、様々な情報を提供しています。ぜひご活用下さい。

URL：http://www.a103.net/ori/2015/visitor

資料　新入生オリエンテーション
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1.	 問い合わせフォーム

ユーザー登録完了後、委員会と連絡を取る際にはウェブシステム上の「問い合わせ
フォーム」から行ってください。

ログイン後のメニュー画面から「問い合わせ」を選択し、「新規問い合わせ送信」をク
リックします。送信画面が表示されるので、題名と本文を入力して送信してください。

2.	 電子メール

ユーザー登録以前に委員会と連絡を取る必要がある場合や、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、大きなファイルを送信する必要がある場合などの
やむをえない場合に限り、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

担当者と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

オリター連絡会議終了後に、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。予め

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。直接委員会室にお越しいただく際と同様、担当者不在の場合がございますの
でご了承ください。

委員会との連絡手段


