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1. 本日の配布物

本日配布した資料は以下のとおりです。書類の不備・過不足がないかを必ず確認してください。

i.	 Atlas	vol.3　2部
本冊子です。

ii.	 緊急時対応マニュアル　3部
クラスオリエンテーション中の有事の際の対応をまとめた冊子です。事前に内容を確認した上、オリ
合宿などのクラスオリエンテーションの間は必ず携行してください。

iii.	 クラスオリエンテーション予定表　1枚
以前申請していただいた登録の結果を反映しています。諸手続時の顔合わせで使う教室や写真撮影の
集合時間も記載されていますので、良く確認し、大切に保管してください。

iv.	 1 号館入館許可証　通常クラスは 3枚（合同クラスなどは異なります）
理系はピンク色、文系は水色の許可証です。顔合わせ（理系は 3月 29日、文系は 3月 30日）の際
に 1号館に入館するのに必要です。

v.	 自家用車入構許可証　1枚（申請したクラスのみ）
黄色の許可証です。クラスオリエンテーション期間中に駒場キャンパス内へ自家用車を入構させる際
に必要です。

vi.	 新入生クラス名簿（提出用）　1枚
諸手続時の顔合わせの際に、新入生に記入してもらってください。緊急時の連絡等に使用しますので、
顔合わせ終了後に 1号館 2階南東角の顔合わせ受付に必ず提出してください。

vii.	 新入生クラス名簿（保管用）　1枚
諸手続時の顔合わせの際に、新入生に記入してもらい、オリ合宿に関する連絡などに利用してくださ
い。なお、個人情報が含まれますので取り扱いには十分注意してください。

viii.	国内旅行総合保険加入依頼書　1部

ix.	 生協保険名簿　1枚
新入生の保険加入のための書類です。オリ合宿に参加する新入生に記入してもらってください。顔合
わせ終了後に 1号館 2階南東角の顔合わせ受付に必ず提出してください。

x.	 新正副オリ長へ　1枚
下クラの正副オリ長に渡してください。今後の業務の連絡事項が記載されています。
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1. 本日の配布物
xi.	 クラス写真注文書　1枚
下クラのオリ長に渡してください。提出方法などの詳細は「新正副オリ長へ」に記載されています。

xii.	 学生諸団体から新クラス役員への連絡事項　各クラス役員の人数分
下クラの各クラス役員に渡してください。

xiii.	オリエンテーションについての新入生アンケート　通常クラスは 40枚
新入生向けのアンケートです。下クラのオリ長に渡してください。

xiv.	生協資料　2枚
オリ合宿で生協のサービスを利用する場合は内容を確認しておいてください。
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2. 今後の提出物

今後、上クラ・下クラのオリ長に提出していただく提出物は、それぞれ以下の通りになります。
なお、まだオリパンフを提出していないクラスは速やかに委員会室「キャンパスプラザA棟 103号室」
まで 2部提出してください。

§1.	 上クラのオリ長が提出するもの
諸手続時の顔合わせ後
●● 新入生クラス名簿（提出用）●1 枚
●● 国内旅行総合保険加入依頼書●1 部
●● 生協保険名簿●1 枚

顔合わせ終了後に 1号館 2階南東角の顔合わせ受付に必ず提出してください。また、「国内旅行総合
保険加入依頼書」の記入方法の詳細は p.11 の「7. 保険について」をご覧ください。

§2.	 下クラのオリ長が提出するもの
4 月 6日から 4月 8日まで
●● クラス写真注文書
●● オリエンテーションについての新入生アンケート
※	下クラのオリ長が委員会室まで提出しに来てください。
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[ 顔合わせ受付の図 ]
左図が顔合わせ当日の 1号館 2階
の図になります。
当日、1号館 2階の廊下はパーテー
ションで 2レーンに分かれていま
す。



3. 顔合わせについて
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§1.	 概要
新入生が各種手続きを行う諸手続（理系は 3月 29日（火）、文系は 3月 30日（水））のあと、1号
館 2階の 153,155,157,158,162,164,166 の各教室にて上クラと下クラとの顔合わせを行います。
オリターの皆さまは、クラスごとに割り振られた教室内で待機していてください。委員が新入生を教
室へ誘導しますので、以降に記載されたことを必ず行ってください。
当日は担当の委員が 1号館 2階南東角の顔合わせ受付に駐在します。また、新入生がこの機会での上
クラとのコンタクトを逃すと、それ以降のクラスオリエンテーションへの参加に大きく支障を来す可能
性が高くなってしまいますので、迷っている新入生を見かけたらクラスに関係なく、正しい場所か顔合
わせ受付まで誘導してあげてください。

§2.	 顔合わせの準備
●● 自分の下クラのクラス名が書かれている教室内の、指定の机に着席してください。
●● 机の周りに装飾を施す場合は、「はってはがせるテープ」を使用してください。顔合わせ受付にて
配布しています。

§3.	 実施日時・場所
オリターの集合時間
文科一・二類　3月 30日　9：00
文科三類　　　3月 30日　9：00
理科一類　　　3月 29日　9：00
理科二・三類　3月 29日　13：00

新入生の受付時間
文科一類　3月 30日　13：30～ 15：30
文科二類　3月 30日　9：30～ 12：00
文科三類　3月 30日　9：30～ 12：00
理科一類　3月 29日　9：30～ 12：00,13：30～ 16：00
理科二類　3月 29日　13：30～ 16：00
理科三類　3月 29日　13：30～ 16：00

※	許可証を提示して 1 号館北西フード
ショップ横の入り口から入館してくださ
い。それ以外の入り口からは出入りする
ことはできません。
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3. 顔合わせについて

§4.	 顔合わせ
必ず行うこと
●● 新入生のクラスの確認
机にやって来た新入生が確実に自分の下クラであることを確認してください。
●● 新入生クラス名簿（2枚）の記入
本日の会議で配布した「新入生クラス名簿（提出用）」・「新入生クラス名簿（保管用）」の両方に
記入してもらってください。全員が記入を終えたら、提出用の名簿を顔合わせ受付まで提出してく
ださい。
●● プレオリとオリ合宿の説明・出欠確認
プレオリとオリ合宿の集合日時・場所や費用について、オリパンフを用いるなどして簡単に説明
してください。それぞれへの出欠も「新入生クラス名簿」に記入してもらってください。
●● 国内旅行総合保険加入依頼書・生協保険名簿の記入
オリ合宿に参加する新入生には、本日の会議で配布した「国内旅行総合保険加入依頼書」・「生協
保険名簿」に必要事項を記入してもらってください。記入方法の詳細は p.11 の「7. 保険について」
をご覧ください。顔合わせ終了後、両書類を顔合わせ受付まで提出してください。
●● クラス写真撮影の説明
p.8 の「5. 写真撮影について」を参照しながら、クラス写真の撮影時の集合場所や集合時間など
を新入生に伝えてください。

注意事項
●● プレオリ・オリ合宿の説明はしっかりと丁寧に行ってください。
●●「新入生クラス名簿」の「出欠」の欄は、写真撮影やプレオリ、オリ合宿の日付を記入しておき、
それぞれの日について出欠を確認し、新入生に「○」か「×」を書いてもらうようにしてください。
●● 顔合わせの教室内でどこに行ってよいか迷っている新入生を見かけたら、他のクラスの人であって
も正しい場所か顔合わせ受付に誘導してあげてください。
●● 顔合わせ終了後に提出する書類には確実に新入生に記入してもらってください。
●● 1号館内のオリターが交代を行いたい場合は、交代したいオリターが「1号館入館許可証」を持っ
て 1号館北西入り口から退館し、その後交代相手に許可証を渡して交代してください。
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3. 顔合わせについて

§5.	 顔合わせ終了後
提出物
顔合わせ終了後、「新入生クラス名簿（提出用）」「国内旅行総合保険加入依頼書」「生協保険名簿」の
3つを顔合わせ受付まで提出してください。

教室の清掃
●● 顔合わせ終了後、同じ教室を使用したクラスと共同で教室の清掃を行ってください。
●● 備え付けのごみ箱は利用できません。当委員会が顔合わせ受付で配布するごみ袋を利用してくださ
い。
●● ごみは、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「ビン・カン」、「ペットボトル」（キャップとラベルは不燃ごみ）
の 4種類に分別してください。
●● 清掃終了後、机や椅子の並びを整えてください。

§6.	 その他の注意事項
1 号館入館制限について
顔合わせでは多くのクラスで 1つの教室を利用すると同時に、諸手続に伴って大勢の新入生や大学職
員が 1号館に出入りします。混乱を防ぐために、1号館に同時に入館できるオリターの人数を 3人に制
限します。場合によっては「1号館入館許可証」の提示を求めることがありますので、入館するオリター
は必ず許可証を携帯してください。

§7.	 留学生について
留学生は科類に関わらず 3月 29日（火）の午前に諸手続を行います。理科一類のクラスに対しては
通常と同様の対応をしますが、理科二・三類、文科各類のクラスについては、当委員会が代理で留学生
の連絡先を聞き、その後当委員会から連絡先を伝えるという形をとります。連絡先を当委員会から受け
取ったクラスのオリ長は、必ず留学生に連絡してオリ合宿などについて説明してください。また、事前
に提出されたオリパンフを渡す場合があります。
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4. プレオリについて

教室を使用するかどうかに関わらず、プレオリは全面禁酒です。

§1.	 教室を使用する際の注意
●● 必ず事前に申請した時間内に退室するようにしてください。掃除・片付けも完了させてください。
●● 教室を使用した後は必ず清掃・片付けを行ってください。ごみは各クラスで処分してください。
●● 学生会館・キャンパスプラザを使用する場合、室内のピアノには一切手を触れないでください。

§2.	 当日の移動について
3 月 30 日（水）にプレオリを実施する際、駒場キャンパスではテント列が設置されており、非常に
道が混み合っています。当日は下図の赤線の経路を参考にするなどして、混雑を避けて行動してくださ
い。

A棟

数理科学研究科棟数理科学研究科棟

１号館１号館

11号館11号館

12号館12号館

13号館13号館

５号館５号館

６号館

　　講堂　　講堂 駒場博物館駒場博物館
矢内原公園矢内原公園

　 体育館　 体育館

第二体育館第二体育館

守衛所守衛所

７号館７号館

正門正門

学生会館学生会館新学生会館新学生会館
　　

駒場図書館駒場図書館

　　　 研究棟　　　 研究棟

101号館101号館

書籍部書籍部

南館南館
（生協食堂）（生協食堂）

初年次活動
　センター
初年次活動
　センター

アドミニストレーション棟アドミニストレーション棟

銀　　　杏　　　並　　　木銀　　　杏　　　並　　　木
噴水広場噴水広場

　　　

生協フード
  
生協フード
  

（学際交流棟）（学際交流棟）

テント列設置場所

集合場所(例)



5. 写真撮影について

8 Orientation Committee

§1.	 クラス写真の撮影
3 月 31日（木）・4月 1日（金）にサークルオリエンテーションと並行して、新入生のクラス写真の
撮影を行います。プレオリやオリ合宿に参加しない新入生も写真撮影に参加できるように、諸手続時の
顔合わせにて写真撮影の集合時間・場所をすべての新入生に伝えてください。
撮影は 1クラス 4分程度で行いますが、予定が変更される場合もあります。オリターの皆さまは「ク
ラスオリエンテーション予定表」に記載された撮影時間の 15分前には下クラを集合場所に集合させて
ください。この際、下クラのクラス名を書いたプラカードをお貸ししますので、オリターの方は近くの
委員に下クラのクラス名を伝えて、プラカードを受け取ってください。また、撮影が終了したらプラカー
ドを近くの委員に返却してください。

●■ 集合場所・撮影場所
集合場所：情報教育棟前
撮影場所：1号館南側正面玄関
※雨天時・強風時などは集合場所を 13号館前の新館広場に、撮影場所を 1323 教室に変更します。

●■ 撮影の流れ
写真撮影に参加する人が揃ったら、委員の誘導の下、設置されたブルーシートに荷物を置いて撮影場
所へ移動してください。撮影が遅れて後ろのクラスに迷惑をかけないように、集合は時間厳守で、委員
や撮影スタッフの指示には従って迅速に行動するようにお願いいたします。

●■ 写真の仕様
カラー 2L版（12.7cm×17.8cm）記念文字入り
1枚 150円

§2.	 写真の注文と受け取り
注文は上クラと下クラの分を一括してクラス単位で受け付けます。写真注文担当者は下クラのオリ長
としてください。本日配布した「クラス写真注文書」は必ず下クラのオリ長に渡してください。また、
以下の内容を下クラのオリ長に伝えてください。
●●「クラス写真注文書」に必要事項を記入した後、4月 6日（水）から4月 8日（金）までの間にキャ
ンパスプラザA棟 103号室の委員会室までお持ちください。
●● この際に、委員が「クラス写真引換証」を切り離してお渡しします。なお、追加注文は受け付けま
せんので、注文枚数には十分注意してください。



9Atlas vol.3

5. 写真撮影について
●● 注文書持参の際は同時に「オリエンテーションについての新入生アンケート」も提出してください。

●■ 受取日時・場所
理系・インタークラスは 4月 25日（月）、文系は 26日（火）の 12時 20分から 12時 50分および
5限終了後 18時 45分から 20時までの間に委員会室「キャンパスプラザA棟 103 号室」で写真の受
取が可能です。

●■ 受取時に必要なもの
●●「クラス写真引換証」
●● 代金
●● 学生証
※代金は注文時ではなく、受取時に現金でお支払いください。この際、「クラス写真引換証」を忘れ
ないようにしてください。
※お支払いの際はできるだけ小銭を含まないように代金を用意してください。
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成人しているかどうかに関わらず、オリ合宿は全面禁酒です。

§1.	 オリ合宿で行うこと
オリ合宿で行うことは基本的に各クラスの自由ですが、各クラス役員の決定はオリ合宿終了までに必
ず行ってください。クラス役員が決定し次第、下クラの正副オリ長に「新正副オリ長へ」を参照してク
ラス役員登録を行ってもらってください。登録期限は 4月 8日（金）です。

§2.	 自家用車の入構
自家用車の入構を希望したクラスには、本日「自家用車入構許可証」を配布しています。当日に自家
用車を入構させる際は、許可証を車のダッシュボードなど、外から見やすい所に提示するようにしてく
ださい。また、当日は坂下門を経由して、正門から入構してください。

§3.	 緊急時の対応について
万が一怪我や、保険が適用されるような事故が起きた場合は、まず第一に本日配布した「緊急時対応
マニュアル」を参照しながら、応急処置や救急車の要請を行ってください。
その後の各種連絡に関しては p.11 の「7. 保険について」を参照してください。

§4.	 オリ合宿終了後
オリ合宿終了後は、二次会などを行わず、速やかに解散してください。オリ合宿終了後は正副オリ長
のどちらかが全員の解散を確認した上で、その旨をオリエンテーション委員会（03-5454-6983）に
電話で必ず報告してください。他のクラスと通話をしている場合があるので、電話がつながらない場合
は少し待ってから改めて連絡してください。

§5.	 その他の注意
オリ合宿の集合を正門前で行っているクラスが多数あります。その場合は、正門前を大きく開けて、
通り道を確保し車の入構を絶対に妨げないようにしてください。
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7. 保険について

§1.	 保険の概説
i.	 新入生の保険
●● オリ合宿に参加する新入生には当委員会が一括で保険（大学生協国内旅行総合保険）をかけます。
●● オリターにはこの保険は適用されません。
●● 新入生の加入費用は当委員会で負担しますが、加入のための書類は、顔合わせの際にオリターの方
に作成していただきます。
●● 本日配布した国内旅行総合保険加入依頼書は、次ページの記入例を参考にして、過不足なく正確に
記入してください。
期間 /補償 保険料 死亡・後遺障害 入院日額 通院日額 賠償責任 救援者費用
1泊 2日 300円 238 万円 5千円 2千円 1億円 100万円

ii.	 オリターの保険
東京大学は在学生全員に対して保険（学生教育研究災害障害保険）をかけており、これはオリ合宿中
の事故にも適用されます。しかし、賠償責任保険は付属しておらず、オリ合宿で最も多い、オリターに
よる物損には対応できません。オリターは各自で賠償責任保険に加入することを強くお勧めします。

iii.	 保険の請求のために行うこと
新入生の場合は 0120-250-980（共栄火災大学生協事故センター）への連絡、オリターの場合は
http://www.jees.or.jp/gakkensai/inform.htm（東京海上日動 (保険金請求・支払等担当 )）での報告が
必要です。どちらも事故発生後速やかに行ってください。
上記の方法で申請を行った後、当委員会までご連絡ください

§2.	 書類の作成
顔合わせの終了後に、1号館 2階南東角の顔合わせ受付まで下記の書類を提出してください。書類の
作成は顔合わせにて行っていただきます。

i.	 国内旅行総合保険加入依頼書　1部
新入生ではなく、上クラのオリ長または副オリ長の情報を記入例を参照して記入してください。

ii.	 生協保険名簿　1枚
オリ合宿に参加する可能性のある新入生全員の氏名・性別・年齢を記入してください。留学生は、中
国語の漢字であっても必ず名前をカタカナで記入してもらってください。
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7. 保険について

＜記入例＞

使用しません
→

使用しません
→

記入する必要→
はありません

←記入する必要
はありません
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□　クラス写真注文書・新正副オリ長へ
□　オリエンテーションについての新入生アンケート

　→ 下クラの正副オリ長に渡す
□　学生諸団体から新クラス役員への連絡事項
　→ 各クラス役員に渡す

□　 オリ合宿が終了し解散したら、オリエン
テーション委員会（03-5454-6983）に
電話

オリ合宿中

オリ合宿後

□　新入生クラス名簿（提出用）
□　国内旅行総合保険加入依頼書
□　生協保険名簿
　→ 顔合わせ受付まで提出

顔合わせ後
今後オリ長がするべきこと


