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ご挨拶

2 Orientation●Committee

委員長挨拶
正副オリ長の皆さま、はじめまして。2016 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
の鎌田隆聖と申します。本日はお忙しい中お集まり
いただきありがとうございます。
休業に入りはや１か月、新入生を迎える時期が
徐々に近づいて参りました。オリエンテーション委
員会とは、新入生が豊富な情報や選択肢をもとに大
学生活を円滑に始めることができるようサポートし
ていく組織です。その使命の一環として、当委員会
では、クラスオリエンテーションのサポートを行っ
て参ります。
オリ合宿は、単に楽しむために行うわけではなく、
新入生が上級生から授業の受け方や大学生活の過ご
し方を聞いたり、大学生活の中心となっていくクラ
スで親睦を深めたりと、大学生活に期待を抱きつつ
も不安や緊張を抱える新入生にとって大きな意味を
持つイベントです。皆さまにはそのような点をご理
解いただき、新入生にとって有意義なクラスオリエ
ンテーションを行っていただければ幸いです。
私ども委員一同も、新入生と皆さま双方にとって
実りあるオリエンテーションに向けて尽力して参る
所存ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

2016 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
正副オリ長の皆さまこんにちは。オリエンテー
ション委員会クラス局長の高橋です。
皆さまが入学してから既に 10ヶ月が経とうとし
ています。これは次の新入生が入学し、皆さまが上
クラになるまであと 2ヶ月ということも意味しま
す。入学直後の自分がどのような思いを抱いていた
か覚えている方はいるでしょうか。
受験を突破した喜びも落ち着き、これからの生活
への期待に胸を膨らませつつも、どこかで不安を抱
えていた方が多かったと思います。そんな皆さまを
導いてくれた上クラや、上クラが企画してくれたク
ラスオリエンテーションで得たクラスの仲間との交
流は、その後の大学生活を楽しく送るのに一役買っ
たのではないでしょうか。
今度は皆さまが新入生を迎え、プレオリやオリ合
宿を企画する番となりました。私達オリエンテー
ション委員会は皆さまのオリエンテーション実行を
全力でサポートします。新入生があってよかったと
思えるような、価値あるオリエンテーションになる
よう、ご協力をよろしくお願いいたします。

2016 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

委員長

クラス局長
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第 1章　今後の予定

§1.	 オリエンテーションの日程

日付 理系 文系
3月 24日 第 2回オリター連絡会議
3月 29日 諸手続 健康診断
3月 30日 健康診断 諸手続
3月 31日 学部ガイダンス

サークルオリエンテーション
写真撮影

健康診断　　　
サークルオリエンテーション

4月 1日 オリ合宿
サークルオリエンテーション

学部ガイダンス
サークルオリエンテーション

写真撮影
4月 2日 オリ合宿 オリ合宿
4月 3日 健康診断 オリ合宿
4月 4日 健康診断
4月 5日 授業開始

§2.	 オリター連絡会議
この日程および内容はあくまで予定であり、今後変更される可能性があります。当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
日程：3月 24日（木）
内容
・下クラ割り振り発表
・諸手続時の顔合わせについて
・プレオリ教室割当て発表
・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
・各種注意
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第 1章　今後の予定

§3.	 正副オリ長面談
2 月中旬から順次、各クラスの正副オリ長と委員が 15分程度の面談を行います。内容としては、オリ合宿の
計画の進捗確認やプレオリに関する説明、不安事項の解消などです。当委員会のウェブシステムから「面談日
時希望登録」を必ず行ってください。

§4.	 クラスオリエンテーション
i.	 諸手続後の顔合わせ
理系は 3月 29日（火）に、文系は 3月 30日（水）に、1号館と 900 番教室にて新入生に対する学部の事
務手続きが行われます。新入生はこの日に初めて自分のクラスを知ります。上クラとの顔合わせも同日に行わ
れます。

ii.	 プレオリ
諸手続の日からオリ合宿までの間に行われることが多くなっています。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する貴重な機会となるでしょう。教室を使用する場合の実施場所や時間につい
ての申請方法などについては面談時に説明します。

iii.	 オリ合宿
クラスオリエンテーション中、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 1日（金）～ 4月
2日（土）、文系が 4月 2日（土）～ 4月 3日（日）となります。
詳細は pp.7-9 を参照してください。

§5.	 写真撮影
学部ガイダンスと同日に行われるサークルオリエンテーションと並行して、クラス写真の撮影を行います。撮
影場所は 1号館正面玄関を予定していますが、施設の使用状況や天候によって変更されることがあります。詳
細は第２回オリター連絡会議にて説明します。オリターの皆さまには上クラとして新入生の集合の指示や先導
を行っていただきます。
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第2章　飲酒について

昨年に引き続いて、クラスオリエンテーションにおける参加者の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だけでなく、諸手続時の顔合わせやプレオリも含まれます。

§1.	 本年の禁酒措置
本年もクラスオリエンテーション全面禁酒を維持するために、以下の対策を行います。
●● オリター連絡会議での注意喚起
　各オリター連絡会議にて正副オリ長の皆さまに対して注意喚起を行います。
●● 正副オリ長 2名との個別面談
　2月中旬より順次、委員と各クラスの正副オリ長 2名が面談します。
●● オリター誓約書の提出
　今回配付したオリター誓約書をオリターの方全員に記入していただきます。

§2.	 当委員会からのお願い
オリエンテーション委員会の統括の下、粛々と行われてきたオリ合宿などの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貴重な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、古いもので 1984 年のオリ合宿中に 6名が死亡した山中湖水難事故がありました。最近では 2010 年
のオリ合宿で新入生が一気飲みをさせられて、オリ合宿終了日の翌日に帰宅したとの通報が保護者を通じて学
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ました。もし
今後オリ合宿中に飲酒に関連した問題が発生すると、次年度以降の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。
何十年と続く東京大学のオリエンテーションの伝統を継承していくためにも、禁酒措置へのオリターの皆さ
まのご協力をよろしくお願いいたします。
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オリターの皆さまには以下の仕事を行っていただきます。いずれもクラスオリエンテーションには欠かせな
いものです。しっかりと内容を把握した上でクラスオリエンテーションを行ってください。

§1.	 オリエンテーション委員会との連絡
i.	 オリター連絡会議への参加
オリター連絡会議では、クラスオリエンテーションの実行に際して重要な連絡や書類の配付を行います。正
副オリ長は可能な限り参加するようにしてください。

ii.	 各種登録・提出物
各種登録はウェブシステムから行ってください。必須の登録を行わない場合、クラスオリエンテーションを
実行にできなくなる可能性があります。
オリター誓約書・オリター名簿などの提出物は必ず提出してください。

iii.	 個別面談
委員と正副オリ長 2名が 15分程度の面談を行います。必要事項の伝達や、クラスオリエンテーションの計画
の確認、実行に関する不安事項の解決が目的です。

§2.	 クラスオリエンテーションの運営
i.	 諸手続での顔合わせ・写真撮影
1 号館で諸手続を終えた、下クラとなる新入生と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、出欠を確認します。
写真撮影では上クラと下クラが一緒に写った写真を撮影します。あまり時間に余裕のない撮影スケジュール
になることが予想されますので、撮影の円滑な進行にご協力ください。
詳細は第 2回オリター連絡会議にてお伝えします。

ii.	 プレオリ
プレオリは、諸手続とオリ合宿の間に行われることが多くなっています。新入生同士が初めて顔を合わせる
場であり、オリ合宿に行かない新入生にとってはクラスの仲間と交流する貴重な機会になります。クラスによっ●
て場所や内容は様々で、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。

iii.	 オリ合宿
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、綿密な計画と下見
は欠かせません。また、オリ合宿で配付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
学生生活に関する貴重な情報源となります。
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第4章　下クラ割り振り

§1.	 下クラ割り振り
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基に、それぞれの上クラに下
クラを割り振っています。
新入生の語学選択によって、科類ごとの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・韓国朝鮮語・
イタリア語のクラスは、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り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つの下クラを割り振り
・1つの下クラを分割して 2つの上クラに割り振り
・1つの下クラを 2つの上クラが合同で担当
・2つの下クラを 2つの上クラが合同で担当

§2.	 下クラ割り振り希望調査
同じ科類・語学の下クラを割り振ることができない場合に備え、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（違う科類でも構わないか、語学は異なっても構わないかなど）。
フォームから希望調査を登録してください。
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添えない場合もありま
すのでご了承ください。

§3.	 下クラ割り振りの発表
第 2回オリター連絡会議で発表予定です。当委員会としてもオリターの皆さまの不利益にならないよう尽力
しますが、下クラ割り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て
ください。特殊な割り振りを行う場合には事前に連絡をする可能性があります。
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§1.	 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。

i.	 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、女性の新入生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。

ii.	 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 pp.20-21 に掲載されているので参考にしてください。

iii.	 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を利用する場合は
しっかりと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ついて、当委員会は一切の責任を負いません。

iv.	 バスを予約する
大人数を引率するならバスの利用を推奨いたします。
今年も、生協や学部などとの打ち合わせのもと、生協を通じて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。それ以外のバスは、旅行会社と相談のうえ山手通りや野球場門裏、渋谷周辺などを発着
場所としてください。
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第 5章　オリ合宿
v.	 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。

vi.	 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くのががよいでしょう。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、新入生がクラスの仲間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。

vii.	 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、予め購入するなどして用意しましょう。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。

viii.	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
での顔合わせの際に伝えておくのがよいでしょう。

§2.	 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、新入生が負担する●
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ク
ラスの仲間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。
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第 5章　オリ合宿
●● 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。また、
4月 4日（月）に健康診断がある新入生もいますし、4月 5日（火）には授業が開始されます。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
をする」という計画を立てていても、雨天時を考慮しておらず、いざ雨が降った際に、何もできなくなってし
まうようでは困ります。
雨天時を考慮して、体育館やその他の屋内施設が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、雨天時もバスの配車場所（出発時にバスが皆さまを迎えに来る場所）は変更できません。

●● 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どうかも重要です。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まが責任を持って新入生の皆さま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、オリターの皆さまの保険加入についても検討してください。

§3.	 保険
当委員会では、オリ合宿に行く際、オリターの皆さまに保険に加入することをお勧めします。
新入生については当委員会が一括して保険をかけますが、オリターに当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
の方も全員保険に加入す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。
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§1.	 オリパンフとは
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まが自由に決め
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、以下の事項を確認した上で制作してください。

§2.	 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、当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、ということも実際に過去にはありました。オリ
合宿の出発直前に切り取りを行わざるを得ない場合、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あっても、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
テキスト形式で委員会Webサイトにも掲載しています。
●● 自治団体クラス役員紹介文
例年、多くのクラスがオリ合宿で各自治団体のクラス役員を決めています。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説明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
・生協委員・・・4名 ( 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
・正副オリ長・・・各 1名
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各自治団体のクラス役員説明文を本冊子の pp.25-31 に掲載しているので参考にしてください。
その役員を実際に務めたオリターの感想を含めれば、説明がよりわかりやすくなるかもしれません。
●● 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。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
能性が非常に高く、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。
参考資料が本冊子の pp.32-33 に掲載されているので参考にしてください。

iii.	 掲載が推奨されている内容
テキスト形式で委員会Webサイトにも掲載しています。
●● 新入生向けオリエンテーション情報の紹介
例年、当委員会が発行し新入生に配付している『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。
また、当委員会では他にも、新入生に向けて様々なオリエンテーション情報を提供しております。
本冊子の p.22 に新入生向けのオリエンテーション情報を掲載しておりますので、これらをオリパンフに載せ
ていただければ幸いです。

§3.	 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
当委員会では、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、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。

●● 印刷・製本
オリターの皆さまが自分たちで印刷・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。ただし新歓期の直前期になると、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。自作する場合には次ページの枠内も参考に
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。
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●● 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、新入生に配付してください。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たりします。
ご協力お願いします。

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 5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冊分ごとに順番を揃えてまとめ、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も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。
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§1.	 はじめに
i.	 登録内容

・「ユーザー登録」（はじめに行います。）
・「新規クラス登録」（「ユーザー登録」の次に行います。また、この登録後「副オリ長招待」を行ってください。）
・「面談日時希望登録」
・「下クラ割り振り希望調査」

ii.	 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/2016/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、オリターの方向けのページが表示されます。
こちらでオリターの方へのお知らせや、オリター連絡会議の日程、資料などをアップロードしていく予定です。
p.35 に二次元コードも掲載しておりますので、ぜひご利用ください。

iii.	 ウェブシステム
ウェブシステムのアドレスは https://www.a103.net/ori/2016/system/です。
ウェブシステムにはWebサイトの「ウェブシステム」をクリックすることでもアクセスすることができます。
ウェブシステム上で各種登録を行うことができます。
また、ウェブシステムの問い合わせを通じて当委員会に問い合わせを送ることができます。
p.35 に二次元コードも掲載しておりますので、ぜひご利用ください。

iv.	 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 を許可してください。
・当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ください。
・登録情報に変更が生じた場合は、速やかに登録内容を更新するようにしてください。細かい更新方法は●
●●●pp.18-19 のトラブルシューティングを参照してください。
・ユーザー登録した方に長期間にわたり連絡がとれない場合や、虚偽の申請・不正なシステム利用が発見され
　た場合には、オリ合宿等の実施を許可できなくなってしまう場合がありますので注意してください。
・各種登録内容について、締切まではウェブシステム上で自由に登録内容を変更することができますが、締切
　後の変更はできません。締切後変更したい際はその旨を問い合わせにてお知らせください。
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§2.	 ユーザー登録
i.	 はじめに
各種登録を行う前に、オリエンテーション委員会のウェブシステムにユーザー登録をする必要があります。た
だし、サークルなどの新歓責任者として既に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
ウェブシステム（https://www.a103.net/ori/2016/system/）にアクセスし、「新規登録」をクリックします。
画面の表示に従い、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
・	学生証番号（例 :00-123456）
・	携帯電話番号
・	自宅電話番号（任意）
・	携帯電話メールアドレス
・	電子メールアドレス

すべての項目を入力し終わったら、「送信」ボタンをクリックして登録を完了します。このとき、何度も「送信」
ボタンを押さないでください。
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。このメールのみ、
大学のメールアドレス（[ECCSユーザー ID]@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp）に送信されます。なお、このメールは
東京大学情報基盤センター教育用計算機システムのMailSuite から確認することができます。
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。なお、送信されたURLに 6時間以
内のアクセスがない場合、そのURLは無効となります。その場合、「ⅴ .	パスワードを忘れた場合」と同様の
操作を行ってください。
ユーザーが名前・ふりがな・所属・ECCSユーザー ID・学生証番号を変更することはできません。誤って登
録してしまった場合は、当委員会まで連絡してください。

iii.	 ログイン
ウェブシステムに ECCSユーザー IDとパスワードを入れ、「ログイン」をクリックします。各種登録や問い
合わせは、原則としてログイン後のページから行います。



16 Orientation Committee

第 7章　各種登録・提出物
iv.	 ログアウト
作業が終わったときは、画面上部の「ログアウト」をクリックしてログアウトしてください。一台のコンピュー
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。

v.	 パスワードを忘れた場合
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、ECCSユーザー IDを入力して送信してください。
URLを記したメールが大学のメールアドレスに送信されるので、記載されたURLにアクセスしパスワードの
再設定を行ってください。

§3.	 新規クラス登録・副オリ長招待
i.	 はじめに

「新規クラス登録」は全クラスが対象で、締切は2月 2日（火）21時です。
この登録ではクラスオリエンテーションを行うクラスについての情報を登録します。
「新規クラス登録」を行うと、自動的に「新規クラス登録」を行った方がオリ長として登録されます。
その後、「副オリ長招待」を行ってください。
「副オリ長招待」を行うためには副オリ長がユーザー登録をして、1回以上ウェブシステムにログインしてい
る必要があります。
また、正副オリ長には必ずオリ合宿に参加できる方を登録してください。
昨年のオリ合宿時に決めた正副オリ長のどちらかがオリ合宿に参加できなくなってしまった場合、クラスで
改めてオリ長、あるいは副オリ長を選びなおし、その方が、「新規クラス登録」を行う、あるいは副オリ長招待
を受けるようにしてください。
その場合、当委員会へ正副オリ長を変更した旨を連絡する必要はありません。

ii.	 登録方法
①●オリ長となる予定の方が、ウェブシステムログイン後のメニュー画面にある「新規クラス登録」から表示
　●に従ってクラスの情報を登録してください。
　●この際、登録を行った方がオリ長として登録されますので、必ずオリ長が登録するようにしてください。
②●クラス登録完了後、オリ長のメニュー画面に「副オリ長招待」という項目が表示されます。
●　こちらから必要な情報を入力して、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登録したメールアドレスに通知が届きます。
③●招待が正しく行われると、副オリ長のメニュー画面に「クラスのオリターとして招待されています」とい　
　●う項目が表示されます。
　●この項目をクリックして、招待を受けると副オリ長の登録が終了します。
　●●登録が完了すると、オリ長が登録したメールアドレスに通知が届きます。
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iii.	 注意事項
クラス登録を行うと、メニュー画面にクラス名とクラス IDが表示されますが、便宜のためクラス IDを当委員
会で変更する可能性がございます。予めご了承ください。
また、合同クラスまたはインタークラスの場合、一時的にクラス名が正しく表示されない場合があります。ご
不便をおかけいたしますが、こちらもあわせてご了承ください。
「新規クラス登録」・「副オリ長招待」を行った後は、正副オリ長をウェブシステム上で変更することはできま
せん。
変更を希望する際には、変更後にオリ長（副オリ長）となる方が「ユーザー登録」を済ませ、1回以上ウェブ
システムにログインした上で、現在のオリ長（副オリ長）と変更後にオリ長（副オリ長）となる方の両名が学
生証をも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お願いいたします。

§4.	 面談日時希望調査
i.	 はじめに
この登録は全クラスが対象で、締切は2月 9日（火）21時です。
この登録は 2月中旬から 3月中旬に予定されている当委員会と正副オリ長の方々との個別面談の日程調整の
ために用いられます。
正副オリ長の2名がともに参加できる日時を登録するようお願いいたします。
締切までに間に合わなかったクラスは日程調整の際、劣後されてしまう可能性がございますので注意してく
ださい。

ii.	 登録方法
個別面談の日程は 2月 12日（金）～ 3月 12日（土）です。
また、一日は午前（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）に分かれております。
この中から日付と時間帯の組み合わせを第一希望から第十希望まで決めて登録してください。
もし、個別面談の日程調整に際して、何か当委員会に伝えておきたい事項がある場合は、備考欄にその旨を
記載してください。

iii.	 注意事項
決定した日時はウェブシステムにて発表する予定です。
また、面談日が近くなりましたら、改めてメールにて日時をお知らせいたします。
最大限各クラスの希望通りに個別面談を行えるように日程を調整いたしますが、場合によってはやむなくご
希望に沿えない可能性がございます。予めご了承ください。
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§5.	 下クラ割り振り希望調査
i.	 はじめに
この調査は全クラスが対象で、締切は2月 9日（火）21時です。
この調査は当委員会が下クラの割り振りを調整する際に参考とするために用いられます。

ii.	 登録方法
どのような下クラを希望するかどうかを表示に従って選択してください。
もし、下クラ割り振りに際して、何か当委員会に伝えておきたい事項がある場合は、備考欄にその旨を記載
してください。

§6.	 オリター誓約書・オリター名簿
i.	 はじめに
オリター誓約書とオリター名簿は全クラスが対象で、個別面談で回収します。

ii.	 概要
正副オリ長だけでなく、オリターの皆さま全員が、クラスオリエンテーションにおける 1年生の安全に対して、
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は全員、配付した誓約書と名簿に必要事項を記入す
る必要があります。
オリターには、諸手続時の顔合わせ・プレオリ・オリ合宿のいずれか1つ以上に参加する2015年度以前の
入学者全員が含まれます。
必要事項を記入の上、個別面談の際にオリ長がまとめて当委員会に提出してください。

iii.	 注意事項
2015 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。
2014 年度以前に入学されたオリターの方については、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いたします。
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§7.	 トラブルシューティング
i.	 ページが表示されない・エラーが出る
以下の原因が考えられます。
●● ブラウザの問題
ブラウザとは、Webサイトを見るためのソフトウェアのことです。当委員会のウェブシステムとブラウザの
対応は以下の通りです（2016 年 1月現在）。

対応（最新版の利用を推奨します）
・●Google●Chrome
・●Mozilla●Firefox
・●Opera
・●Microsoft●Edge
・●Internet●Explorer
・●Safari（iOS 版、Macintosh 版ともに）

なお、以下のように設定を行ってください。システムを利用できない可能性があります。
・●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

●● 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。ウェブシステム
の表示に従ってください。

ii.	 パスワードが分からない /忘れた
●● ウェブシステムにログインするとき
pp.14-15「第 7章 2. ユーザー登録」の際に設定したパスワードを使用します。このパスワードが分からなく
なった場合は、「第 7章 2. ユーザー登録　ⅴ . パスワードを忘れた場合」を参考にしてください。

●● ECCS（教育用計算機システム）のパスワード
大学のコンピューター端末やMailSuite を利用するために必要です。このパスワードが分からなくなった場合
は、情報教育棟の窓口で再発行の手続きを行ってください。
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iii.	 登録時にエラーが出る
エラー文に従って内容を修正してください。エラーの多くは、全角半角の間違いや選択不足・記入不足です。
エラーが解消されない場合は、当委員会までご連絡ください。

iv.	 登録内容を変更したい
●● ユーザー登録
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、「ユーザー登録情報変更」から変更できます。
当委員会からの連絡を常に受け取れるよう、変更があった場合は速やかに更新してください。名前・ふりがな・
ECCSユーザー ID・所属・学生証番号を変更したい場合は、当委員会までご連絡ください。
●● パスワード
ログイン後、「パスワード変更」からパスワードを変更してください。
●● 各種登録
最初に登録を行ったやり方と同様にすれば、登録内容を変更できます。ただし、締切後は登録内容が変更で
きなくなりますので、締切後登録内容を変更したい際は、当委員会までご連絡ください。
●● オリ長（副オリ長）を交代したい
変更後にオリ長（副オリ長）となる方が「ユーザー登録」を済ませ、一回以上ウェブシステムにログインし
た上で、現在のオリ長（副オリ長）と変更後にオリ長（副オリ長）となる方の両名が学生証をもって委員会室
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お願いいたします。
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§1.	 2015 年度のオリ合宿
2015 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ください。
また、当委員会にて近年のオリ合宿に関するデータを保管しておりますので、参考にしたいという方は問い
合わせにてご連絡ください。

i.	 宿泊場所
山梨県● 37 クラス
千葉県● 19 クラス
静岡県● 16 クラス
埼玉県● 6 クラス
栃木県● 5 クラス
群馬県● 5 クラス
神奈川県　●3 クラス
長野県● 1 クラス
茨城県● 1 クラス

ii.	 オリ合宿計画例
例 1
[ 行先 ] 那須・日光
[ 一日目 ]
8：30●駒場集合●/●9：00●駒場出発●/
12：00●那須岳をロープウェイで 9合目まで登った先で昼食、その後山頂へ●/●15：00●体育館レク●/●
18：00●宿へ移動・屋内バーベキュー●/●19：00●夕食（BBQ）、その後入浴●/●
21：00●役職決め・レク
[ 二日目 ]
8：00●起床・朝食●/●10：00●宿出発●/●11：30●東武ワールドスクウェア観光・昼食●/●
14：00●東武ワールドスクウェア出発●/●14：30●日光東照宮観光●/●16：00●日光東照宮出発●/●
18：00●駒場到着・解散
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例 2
[ 行先 ] 草津
[ 一日目 ]
8：45●駒場集合・出発●/●12：00●サービスエリアで昼食●/●14：00●ホテル到着●/●14：30●体育館レク●/●
17：30●自由行動●/●19：30●夕食●/●21：30●コンパ
[ 二日目 ]
9：00●朝食●/●10：30●草津温泉街散策●/●12：30●昼食●/●14：30●ホテル出発●/●16：30●駒場到着・解散

例 3
[ 行先 ] 伊豆高原
[ 一日目 ]
8：30●駒場集合●/●9：00●駒場出発●/●12：40●シャボテン公園に到着、班行動、昼食●/●
14：30●シャボテン公園出発●/●15：00●宿に到着●/●15：30●自由行動●/●18：00●夕食、食後温泉●/●
20：30●コンパ
[ 二日目 ]
8：00●朝食●/●10：00●宿出発●/●10：30●アジアンオールドバザール到着、自由行動、昼食●/●
13：00●アジアンオールドバザール出発●/●13：05●ステンドグラス美術館到着●/●
15：00●ステンドグラス美術館出発●/●18：30●駒場到着・解散

例 4
[ 行先 ] 河口湖
[ 一日目 ]
9：30●駒場集合・出発●/●12：00●ホテル到着、昼食●/●13：00●ホテル出発●/●13：30●体育館レク●/●
15：30●体育館出発●/●16：00●入浴・自由行動●/●18：00●バーベキュー（雨天でも実施可能）●/●
21：00●コンパ
[ 二日目 ]
8：00●朝食●/●9：00●自由時間●/●10：00●ホテル出発●/●10：30●ほうとう打ち体験、打ったほうとうで昼食●/●　　
13：30●駒場に向け出発●/●16：00●駒場到着・解散

例 5　
[ 行先 ] 白子町・マザー牧場
[ 一日目 ]
9：00●駒場出発●/●11：15●旅館到着●/●12：00●昼食●/●14：00●体育館レク●/●16：00●自由時間●/●
18：30●バーベキュー●/●19：50●入浴●/●21：00●クラス役員決め・コンパ
[ 二日目 ]
7：30●朝食●/●10：00●旅館出発●/●12：00●マザー牧場到着、自由行動●/●14：00●昼食●/●
15：30●マザー牧場出発●/●17：30●駒場到着
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§2.	 新入生向けオリエンテーション情報
ここでは、当委員会が新入生に対して提供している様々な情報について記載しております。
以下の内容を参考にして、各種情報をオリパンフに掲載していただくと、新入生がよりスムーズに大学生活
のスタートを切れるのではないかと考えております。
よろしければ以下の内容をオリパンフに掲載していただくようお願いいたします。

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、クラスやサークルにおける、新入生に対するオリエンテーション活動を統括・
サポートしている学生自治団体です。

ii.	 『槌音』とは
『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、自治団体
の紹介など、学生生活に役立つ情報を掲載しております。
諸手続時に配付いたしましたので、ぜひ読んでみてください。

iii.	 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とは、3月 31日（木）・4月 1日（金）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おりますので、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おりますので、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ください。

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おります。
東京大学のサークルを検索できるサークル検索や自分のクラスのクラスオリエンテーションの行先・日程な
ど様々な情報を提供しております。
ぜひご活用ください。
WebサイトのURLは http://www.a103.net/ori/2016/visitor です。
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§3.	 ウェブシステム規約・プライバシーポリシー
i.	 2016 年度東京大学教養学部オリエンテーション委員会ウェブシステム規約	

2016 年度東京大学教養学部オリエンテーション委員会 ( 以下「委員会」とする ) のウェブシステムを利用する
にあたり、●ユーザー登録を行った者 (以下「ユーザー」とする )は、以下の事項に同意する必要があります。

1.●ユーザーは、以下の事項を順守する。
・ユーザーは、委員会からの電子メールと委員会のWebサイトの内容に注意する
・ユーザーは、委員会からの電子メールを受信できる状態にする
・ユーザーは、申請した登録情報に変更が生じた場合 ( 電話番号やメールアドレスの変更等 )●は、速やかにウェ
ブシステムより登録情報を変更する

2.●ユーザーは、パスワードの管理、不正アクセス等に注意を払う。パスワードの取り扱いの不備等により生じ
るいかなる不利益についても、委員会は責任を負わない。

3.●以下の事項に該当する場合、委員会は、公示し、ユーザーの停止、および団体登録の抹消を行うことができる。
・長期にわたって連絡が取れない場合
・意図的な虚偽の申請が発見された場合
・ウェブシステムの不正な利用を発見した場合

4.●情報教育棟や図書館の閉館、コンピュータ端末の動作不良、電子メールの不着など、ウェブシステム本体の
障害以外の理由による登録等の遅延について、委員会は責任を負わない。

5.●ユーザーは、ウェブシステムに登録する際、時間に十分な余裕をもって行う。ウェブシステムの 10分未満
の時計のずれによって生じる問題について、委員会は責任を負わない。

6.●ユーザーは、ウェブシステムの全体または一部が不具合等により用いられない場合、ウェブシステムの「問
い合わせ」または電話等により、委員会に締切の前に連絡する。連絡を行わなかった場合、生じた問題について、
委員会は責任を負わない。なお、委員会が対処方法を示している場合はこの限りではない。

7.●委員会は、必要に応じ、ユーザーが登録した情報をユーザーへの連絡なしに変更することができる。

8.●委員会は、必要に応じ、本規約を改定することができる。その場合、委員会は、ユーザーに対し、Webサイ
ト等にて公示する。
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ii.	 プライバシーポリシー

2016 年度東京大学教養学部オリエンテーション委員会 ( 以下「委員会」とする ) は登録していただいた個人情
報に関し、以下の取り組みを実施します。

1.●委員会は、個人情報に関する法令およびその他の規範を順守し、個人情報の保護に万全を尽くします。

2.●委員会は、個人情報については、下記の目的の範囲内で取り扱います。
・所属の確認を含む本人確認
・登録・申請等に不備があった場合の連絡
・問い合わせへの返答
・新入生オリエンテーションに関する諸連絡
・委員会のサービスの開発、改良
・その他、新入生オリエンテーションまたは委員会に関するサービスの提供

3.●委員会は、登録された個人情報について、上記の利用目的を達成するため、必要に応じて東京大学の諸機関、
消防署、保健所等の公的機関に提供する場合があります。また、委員会仲介のレンタル会社等を利用する場合、
最低限の個人情報を当該レンタル会社に提供する場合があります。●提供する場合は、個人情報の保護が十分に
図られることを条件とする等、適切な処置を実施します。

4.●委員会は、登録された個人情報について、次年度以降の東京大学教養学部オリエンテーション委員会に提供
する場合があります。

5.●委員会は、個人情報を適正に取り扱うため、委員会内管理体制の整備、委員の教育、並びに、個人情報への
不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関して適切な措置を行うことにより、個人
情報の保護に努めます。

6.●委員会は、電子メール等による連絡に応じ、速やかに個人情報の開示、訂正等の手続き方法を回答します。

7.●委員会は、個人情報の保護の強化、法令その他の規範の変更、新規サービスの提供等の理由により、プライ
バシーポリシーを改定する事があります。改定があった場合はWebサイト等にて公表します。
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§4.	 クラス役員説明
各クラスから選出していただく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。

i.	 自治委員

募集人数：2名

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》
東京大学教養学部学生自治会は、学生自治を根本に、より良い大学を目指して活動する学生自治団体です。活
動には大きく分けて二つあります。
一つは、教養学部当局と大学運営について協議し、学生の声を大学運営に反映させることです。「学部交渉」
と呼ばれる秋から冬にかけて行われる大規模な交渉では、カリキュラム制度やキャンパス計画などの重要な事
項について教養学部当局と交渉します。他にも、一年を通して様々な交渉等によって、学生が学問に集中出来
る生活を送れるように、学生の声が大学運営に反映されるようにしています。
もう一つは学生同士の助け合いを目的とした諸サービスを提供することです。例えば、学生会館にある自治
会室では、定期試験の過去問を閲覧・コピーしたり、教科書を安く買ったり売ったり、二色刷りゲスプリ（輪
転機）や複合機を利用したりすることが出来ます。他にも、皆さんに支給される学生用ロッカーの管理や、学
生用掲示板の管理等の活動を行っております。また、学生自治会が講師料を支払い教室の確保も行うので、気
軽に自分たちでゼミを設立できる「自主ゼミ」制度もあります。
学生自治会は、すべての前期課程生を自治会員としておりますので、皆さんには学生自治会の運営について
意見を述べたり、実際に学生自治会の役員として運営を担う権利があります。
学生自治会では、特にWeb上の広報に力を入れております。ぜひ一度は、学生自治会公式Webサイトをご
覧ください。

《自治委員の仕事》
自治委員の主な仕事は以下の通りです。（任期は 2年ですが、途中で交代することも可能です。その際は、必
ず学生自治会事務局までご連絡ください。）
・自治委員会会議に出席し、クラスを代表して議論に参加し議決する
・学生自治会事務局からクラスへの連絡を伝達する
・正副自治会長選挙の投票を事務する
・ロッカー鍵の管理
いずれの仕事についても、仕事時間と内容に見合うだけの活動保障（現金、現物、引換券等）が支払われます。
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自治委員に対しては、４月上旬に自治委員オリを開催して、その詳しい業務内容をご説明することとなります。
また４月下旬には今年度最初の自治委員会会議も開催されます。これらにつきましては、自治委員の皆さまに
メールで毎回ご連絡いたしますが、日頃よりキャンパス内の立て看板やポスター等に気を付けてください。

《注意》
以下の役員を選出する必要はありません。
代議員、ロッカー委員、カリキュラム委員、平和擁護委員。

《連絡先》
東京大学教養学部学生自治会事務局
学生会館 3階 315号室（学生会館正面扉側の階段を上ってすぐ左）
Email:●komaba@todaijichikai.org
Web:●www.todaijichikai.org
Twitter:●@todaijichikai
自治会室は、主に授業日の昼休み（12:20 ～ 12:50）と放課後（18:45 ～ 19:15）に開室しております。詳
細な開室日程については、公式サイトの開室カレンダー（www.todaijichikai.org/kaishitsu）をご覧ください。

ii.	 生協委員 ( クラス代表および教科書共同購入責任者を含む )

募集人数：各クラス４名 (うちクラス代表１名、教科書共同購入責任者１名 )

募集団体：東大生協駒場学生委員会

簡単な役職説明：生協の活動への参加、生協総代会への参加、クラス単位での教科書共同購入の統括
　
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。
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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。

iii.	 学友会連絡委員

募集人数 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・サークル活動の支援のた
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/) にて御確認ください。印刷代援助とは、学生会館にてクラス・サー
クル活動として印刷をしたときに、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分の
援助を受けることが出来る制度です。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、援助を希望す
る学友会連絡委員は学友会室までお越し下さい。学友会室は、キャンパスプラザA棟 1階、A102にあります。
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、学友会連絡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。
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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。

iv.	 学生会館連絡委員

募集人数：1名

募集団体：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・キャンパスプラザには、多くのサークルの部室があるほか、東大生なら誰でも使用できる会議室・
音楽練習室・和室などの設備があり、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・キャ
ンパスプラザ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や、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
具類を学生会館・キャンパスプラザで借りることができます。
また、学生会館には大量の印刷物を刷るのに使用する便利な印刷機が設置されています。学生会館の
印刷機は、毎年、五月祭・駒場祭やオリエンテーションの際のビラ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・キャンパスプラザの
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
と自主活動ができるのです。
学生会館連絡委員の主な役割としては、学生会館・キャンパスプラザ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。
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v.	 五月祭・駒場祭連絡係

募集人数：2名

募集団体：東京大学五月祭常任委員会・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・弥生キャンパスで、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 14 日（土）・15日（日）の 2日間、駒場祭が 11月
25日（金）～ 27日（日）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、10万人以上の方々が来場され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。
●
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
連絡先：contact@gogatsusai.jp●●●●●●●●　
●●●●●●●●●●●●03-5684-4594
URL：https://gogatsusai.jp/89/visitor/

●
●
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駒場祭委員会
場所：キャンパスプラザA棟 103号室
連絡先：kfc@a103.net
　　●●　●03-5454-4349
URL：http://www.komabasai.net/66/visitor/

vi.	 運動会連絡委員

募集人数：1名

募集団体：一般財団法人東京大学運動会

簡単な仕事内容
・駒場運動会参加に際するクラス内のとりまとめ
・東京大学運動会の主催するイベントについて、連絡をクラスに伝達
・年二回ほど開催される運動会連絡委員総会への出席
※詳しくは下記の説明をご覧ください。

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。
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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。
・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。

vii.	 正副オリ長

募集人数：各 1名

募集団体：東京大学教養学部オリエンテーション委員会

簡単な役職説明：次年度クラスオリエンテーションの運営とオリエンテーション委員会とクラスの橋渡し役

東京大学教養学部オリエンテーション委員会は、クラスやサークルにおける新入生に対するオリエンテーショ
ン活動を統括・サポートしている学生自治団体です。各オリエンテーションにおける安全で円滑な運営を実現
するために、各種会議を実施したりクラスやサークルに対して様々な提案を行なったりします。
正副オリ長は当委員会からクラスへの各種連絡とクラスオリエンテーションの運営を行っていただきます。
具体的には、2017 年度におけるオリ合宿やプレオリの企画・運営を行い、それに伴うオリター連絡会議へ参加
していただきます。また、クラス写真の取次やオリエンテーションに関するアンケートの実施と回収なども行っ
ていただきます。この他にも適宜当委員会への協力をお願いすることがあります。
実際の業務に関して不明な点も多いかと思います。そのような場合は、上クラのオリ長や当委員会に相談し
ていただければと思います。しかし、オリパンフの印刷や旅行先の下見などは来年の 1月以降に行っていただ
ければ全く問題はありませんので、暫くの間はクラスの仲間と旅行先の候補やオリパンフに載せる内容などを
おおまかに話し合っておくとよいでしょう。また、来年度のオリエンテーションのための会議を行う際に正副
オリ長の皆さまにご連絡する場合がありますので、委員会Webサイトから新入生クラス委員登録は必ず行って
ください。
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§5.	 危険な勧誘行為
i.	 勧誘活動に対する注意
新歓活動では団体側の意志の有無に関わらず、時として非常に危険な勧誘が行われることがあります。以下
に挙げる行為は、破壊的カルト集団に代表される反社会的団体が用いる危険な行為です。当委員会ではこのよ
うな勧誘行為を「危険な勧誘行為」として団体と新入生の双方に提示し、注意を喚起します。
新入生は、これから歩む大学生活に不安を感じ、あるいは新歓期の独特の雰囲気に気分が高揚していること
でしょう。このため、新入生は危険な勧誘行為を行う団体につけこまれやすい状態になっています。
しかし、そのような団体の危険性をよく認識することによって、つけこまれてしまう危険性を大幅に低下さ
せることができます。
以下、危険な勧誘行為の類型と過去に実際に起きた問題を提示します。

ii.	 危険な勧誘行為の類型
●● 脅迫
団体に入らなければ不利益を与えると脅迫することは犯罪です。

●● 金品の授受
新歓期のビンゴ大会、無料あるいは割引のコンパなどは例年実施されてきた新歓活動です。新入生にとって
は団体の普段の雰囲気を知る場ともなりえます。しかし、回数や金額などが過度になれば、新入生は負い目を
感じて渋々団体への加入を決定してしまうかもしれません。
また、新歓活動における金銭の授受、契約は禁止としています。

●● 類似行為の過度な繰り返し
繰り返し電話をかける、メールを送る、郵便物を送る、同じ内容の話をする、などの行為は、新歓活動の場
面に限らず一般的にハラスメントとみなされる行為です。場合によっては犯罪となることもあります。

●● 密室空間への連れ込み
自由に出入りできない密室で初めて会った人から勧誘を受けると、新入生は身の危険を感じて冷静な判断が
困難になると考えられます。個人の身体の自由を奪う犯罪でもあります。また、新入生を複数人で取り囲むこ
とについても同様に注意してください。

●● 新入生を隔離する行為
大学の講義やクラスを批判するなどして、新入生を大学生活から隔離する勧誘には注意が必要です。また、団
体の合宿に無理やり参加させられるなどの行為は、新入生が新しい人間関係を構築する機会を奪うことにつな
がるので特に注意してください。
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●● 権威の暗示
有名な人物や団体との関係性を利用して団体を誇示する勧誘には注意してください。冷静な判断を下せなく
なる可能性があります。

●● 特定の思想への誘導
ある思想を批判するなどして、新入生を無自覚のうちに特定の思想に誘導する勧誘活動には注意してくださ
い。正常な判断力を失ってしまう可能性があります。
また、二者択一の質問を何度も迫られた場合、新入生は無意識に誤った前提を正しいと思い込んでしまう可
能性があります。さらに、質問を繰り返していくなかで少しずつ論点をずらし、全く無関係な事柄を関係して
いるかのように見せかけることも考えられます。

●● 根拠のない称賛、過度に親しみを与える言動
過度に称賛された、あるいは親しみを持たれた新入生は不用意に団体に対する警戒を解いてしまいます。こ
のような発言を多用する団体には注意して、安易に団体への加入を決めないでください。

iii.	 過去に起きた問題
東大にも危険な勧誘行為が行われて大問題になった事例が存在します。ある団体は上記のような危険な勧誘
行為を駆使して学生を洗脳し、団体に組み込みました。その後、本人の意思を奪って霊感商法などの反社会的
活動に動員しました。この問題を受け、その団体は現在も自治活動から排除されているという異例の措置を受
けています。
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となっています。通
常の団体でも勧誘活動に熱心になった団体が危険な勧誘行為を犯してしまうこともありました。
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§6.	 当委員会との連絡手段
i.	 問い合わせフォーム

「ユーザー登録」完了後、当委員会と連絡を取る際にはウェブシステム上で当委員会に問い合わせを送ること
ができます。
問い合わせを送るには、まず、ログイン後のメニュー画面から「問い合わせ」を選択して、「新規問い合わせ」
をクリックします。
すると、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。
小さなファイルであればファイルを添付することも可能ですが、1回の送信につき 2つ以上のファイルを添
付しないようにしてください。また、ファイルを選択後、「アップロード」をクリックしないとファイルが添付
されません。
当委員会からのメールに対する返信はウェブシステムから行ってください。また、当委員会からユーザーに
送信する添付ファイルはウェブシステムからでなければ開けません。

ii.	 電子メール
ユーザー登録以前に当委員会と連絡をとる必要がある場合や、トラブルなどで問い合わせが利用できない場
合、大きなファイルを添付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。

iii.	 それ以外の連絡手段
担当者と直接話がしたい場合には、以下の方法がございます。
●● 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。
●● 委員会室
委員会室はキャンパスプラザA棟 103号室にございます。
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ございます。
事前に問い合わせにて担当者とアポイントメントをとっておくことをお勧めいたします。
●● 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。
お電話をいただいても担当者が不在の場合がございますので予めご了承ください。
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§7.	 Web サイト・ウェブシステムの紹介
i.	 Web サイト
アドレス：http://www.a103.net/ori/2016/visitor/

2016 年度東京大学教養学部オリエンテーション委員会のWebサイトです。
全クラスへの連絡、資料の公開などを行っています。こまめにご確認ください。
また、新入生向けページも用意しております。

ii.	 ウェブシステム
アドレス：https://www.a103.net/ori/2016/system/

2016 年度東京大学教養学部オリエンテーション委員会のウェブシステムです。
ログイン後の画面から各種登録や当委員会との問い合わせを行うことができます。
また、委員会Webサイトにもリンクがあります。
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Web登録チェックリスト

今後の予定

2月 9日 21時

第 2回オリター連絡会議
開催日時（予定）→ 3月 24日

提出チェックリスト
オリター誓約書
　オリター名簿

→●個別面談時に提出

新規クラス登録●●→ 2月 2日 21時

下クラ割り振り希望登調査
　　　　面談日時希望登録

→


