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0. 挨拶

委員長挨拶

サークル局長挨拶

サークル代表者の皆さま、はじめまして。オリ

はじめまして、2016 年度東京大学教養学部

エンテーション委員会委員長の鎌田隆聖と申し

オリエンテーション委員会サークル局長の植木

ます。本日はお忙しい中お集まりいただきあり

圭太と申します。

がとうございます。

新歓活動とは一体どのようなものであるべき

１月も終わりにさしかかり、新入生を迎え

でしょうか？

る時期が徐々に近づいて参りました。オリエン

これからの大学生活に広がる無限の可能性に

テーション委員会とは、新入生が豊富な情報や

胸躍らせている、あるいは激変した環境に足を

選択肢をもとに大学生活を円滑に始めることが

すくませている新入生。何としても存続を勝ち

できるようサポートしていく組織です。その使

得るため、あるいは更なる飛躍を目指して真剣

命の一環として、当委員会では、諸手続における

に新歓活動に取り組む部活やサークル。その双

テント列、サークルオリエンテーションの運営

方に対して実りの多い新歓活動でなくてはなら

やその他新歓活動のサポートを行って参りま

ない、私はそう考えるのです。サークル局長とし

す。

て、安全であることはもちろんのこと、活発な新

新歓活動は各サークル・部活の発展や新入生

歓活動を実現させる所存です。

に選択肢を提供するために活発でなければなら

そのためには、新歓活動の運営への団体の皆

ないのと同時に、新たな環境に不慣れな新入生

さまのご理解とご協力が必要となります。新歓

にとって安全なものでなければなりません。皆

活動に参加するすべての団体が「オリエンテー

さまと新入生双方に実りのある新歓活動を行っ

ションに参加してよかった。」と思ってくださる

ていただければ幸いです。

ように、皆さまを全面的にサポートさせていた

私ども委員一同も、有意義なオリエンテー

だきます。至らぬ点も多々あるとは存じますが、

ションに向けて尽力して参る所存ですので、ご

何卒よろしくお願いいたします。

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

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

オリエンテーション委員会 サークル局長
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1. 会議のポイント

1. 配布物

i.

すべての団体に必要な登録

»»ユーザー登録

<COMPASS vol.1>

»»団体登録

『COMPASS』は各回のサークル代表者会議

»»協力スタッフ日程希望登録

で配布されます。

ii. 希望する団体に必要な登録

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

»»サークルオリエンテーション参加登録

落としのないようにしてください。

»»立看板設置希望登録

責任者は
『COMPASS』を責任を持って管理

»»槌音原稿登録

し、内容を団体の全構成員に確実に周知してく

»»Web 原稿登録

ださい。

4. 第 2 回サークル代表者会議

< アンケート >

第 2 回サークル代表者会議は 2 月 27 日（土）

当委員会がオリエンテーションの準備をする

13 時から、1323 教室にて行う予定です。変更

上で重要な情報源となりますので、必ずご回答

の可能性がありますので、Web サイトや正門付

ください。

近の立看板などを必ずご確認ください。

2. Web サイト
アドレスは以下の通りです。
http://www.a103.net/ori/2016/visitor/
「11. オリエンテーション委員会への連絡手
段」に二次元コードもあります。重要な情報が更
新される場合がありますので、こまめにご確認
ください。

3. 今回可能な登録
登録手続きの詳細は「9. 各種登録」でご確認
く だ さ い。各 種 登 録 の 締 切 は す べ て 2 月 12 日
（金）21 時とさせていただきます。遅れた場合、
不利益を被る、もしくは登録自体ができなくな
る可能性があります。
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2. 今後の流れ

2. 合格発表

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。

3 月 10 日（木）

オリエンテーションは団体にとって新規の

本年度も本郷キャンパスでの合格発表は行わ

メンバーを獲得する最大の機会の 1 つとなりま

れません。したがって、本郷キャンパスで新歓活

す。そのため、熱心になるあまり過剰な勧誘活動

動を行うことはできません。

を行ってしまいがちです。テント列やサークル

3. テント列

オリエンテーションにおける強引な勧誘につい
て、学生支援課や当委員会に毎年数多くの苦情
が寄せられています。新入生に悪印象を抱かせ

3 月 29 日（火）
：理科

る勧誘は当該団体だけでなく、次年度以降のオ

3 月 30 日（水）
：文科

リエンテーションにも悪影響を及ぼしかねませ

例年、諸手続を終えて 1 号館から出た新入生

ん。新入生の立場に立った新歓活動を行ってく

をテント列で歓迎します。新入生は慣れない手

ださい。

続きを経て疲れていることが考えられます。新

1. 前期二次試験

入生に配慮した新歓活動を行ってください。

2 月 25 日（木）・2 月 26 日（金）

以前の状況や本日のアンケートの結果を考慮し

なお、テント列の場所割の決定方法は、昨年度
て、第 2 回サークル代表者会議で発表します。

本年度は推薦入試が導入されたため、後期試

4. 健康診断

験は実施されません。
試験開始前および終了後の受験生への勧誘活

3 月 29 日（火）午前：文科二類男子

動は全面的に禁止されています。受験生を引き
留めない応援活動は、両日試験終了後のみ許可

		

し、開始前は禁止します。前期二次試験で応援活

3 月 30 日（水）午前：理科二・三類男子

動をする団体は
「9-2. 団体登録」で登録してくだ

		

さい。

午後：文科女子
午後：理科一類男子

3 月 31 日（木）午前：文科一類男子

ただし、新歓活動の解禁日は前期二次試験の
合格発表が行われる 3 月 10 日（木）です。応援活

		

動はより規制が厳しくなることを予めご了承く

4 月 3 日（日） 午前：理科一類男子

ださい。また、大学側の指示には確実に従ってく

		

ださい。

午後：文科三類男子
午後：理科二・三類男子

4 月 4 日（月） 午前：理科女子
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午後：理科一類男子
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2. 今後の流れ

健康診断の前後に新入生が確実に通過する地
点を設置することは困難なので、新歓活動はビ
ラ配りのみを認める方針です。

5. サークルオリエンテーション
3 月 31 日（木）・4 月 1 日（金）
駒場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。
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3. オリエンテーション諸活動への参加

オリエンテーション諸活動に参加するには参

リエンテーションへの参加、新歓コンパなど

加要件と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

の新歓関連行為を行う場合、いずれかの責任
者が必ず同伴する。
»»複数団体にまたがってオリエンテーションの

があります。

責任者を兼任しない。

1. 参加要件

»»自団体の新歓活動を把握、統括する。
»»すべてのサークル代表者会議にいずれかの責

オリエンテーション諸活動に参加する団体は

任者が出席する。

以下の要件を満たさなければなりません。ただ

»»自団体の構成員全体にオリエンテーション委

し、以下「東大生」とは東京大学学部生または東

員会からの連絡を周知する。

京大学大学院生を指します。

»»常にオリエンテーション委員会と連絡でき

»»所属団体において東大生が主体的に活動して

る手段を持ち、電子メールなどオリエンテー

いる。

ション委員会からの連絡を確認する。

»»新入生の自主性を尊重した新歓活動を行う。

»»新入生の安全に配慮し、かつ、他の団体と互い

»»利益の追求を第一の目的としていない。

に尊重しあって新歓活動を行う。

»»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。

3. 責任者の注意事項

2. 責任者要件

I.

サークル代表者会議への出席

オリエンテーション諸活動に参加する団体は

第 2 回サークル代表者会議ではサークルオリ

原則として 2 名を責任者として登録する必要が

エンテーションの部屋使用会議を、第 3 回サーク

あります。やむを得ない事情で責任者を 1 名しか

ル代表者会議では諸手続時のテント列の場所割

立てられない場合は、問い合わせにてご連絡く

会議を、会議後に行います。
そのため、サークル代表者会議での欠席は団

ださい。

体のオリエンテーション諸活動に不利益になる

責任者は以下の各要件を責任を持って満たし

可能性があります。責任者がどちらも出席でき

てください。

ない場合は、事前に当委員会にご連絡ください。

»»責 任 者 は 2016 年 1 月 か ら 2016 年 4 月 末 ま

II.

で継続して東京大学学部生または東京大学大
学院生である。

責任者がウェブシステムを利用する

各種登録や当委員会との連絡は必ず責任者自

»»責任者は各団体原則 2 名とし、1 名を正責任

身が行ってください。

者、
もう 1 名を副責任者とする。
»»諸手続におけるテント列あるいはサークルオ

Orientation
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3. オリエンテーション諸活動への参加

III. 締切の厳守

の派遣を免除します。

各種登録は締切を厳守してください。サーク

III. 業務内容

ルオリエンテーションの部屋やテント列の場所

協力スタッフの派遣時期は 3 月下旬から 4 月

が与えられない、各原稿が掲載できないなどの

末を予定しています。

不利益が生じる可能性があります。

内容は、冊子の製本、資材の移動・設置・撤去、

IV. 昨年度不参加の団体

清掃などです。各団体への具体的な業務の割り
振りは第 2 回サークル代表者会議で発表します。

2015 年度のオリエンテーション諸活動に参
加しなかった団体の活動の目的や内容を把握し

IV. 日程希望登録

ておくために、第 2 回サークル代表者会議終了

協力スタッフの派遣が必要となる日程に参加

後に該当する団体の責任者を個別で呼び出しま

可能かどうかを調査するために日程希望登録を

す。

V.

行っていただきます。詳細は「9-3. 協力スタッフ

正副オリ長との兼任について

日程希望登録」に記載しています。

正副オリ長は必ずオリ合宿に同伴しなければなり

5. 罰則

ません。従って、正責任者・副責任者両名が共に
正副オリ長となることがないようにしてください。

オリエンテーション諸活動の主体は参加団体

4. 協力スタッフ

の皆さまです。当委員会は活発な新歓活動を実

I.

団体の活動を過度に規制するべきではないと考

現するためのサポートをする立場であり、参加

目的

えています。

当委員会はオリエンテーション諸活動の運営

しかし、ルールを守らない、および協力スタッ

を担っています。しかし、当委員会だけでは手が
回らない業務が多数存在します。つきましては、
本年度もオリエンテーション諸活動に参加する

ことにも繋がりかねません。

す。
ご協力よろしくお願いします。

円滑かつ安全なオリエンテーションの運営に

対象

は、参加団体の皆さまのルールの遵守および協
力が不可欠となります。当委員会のルールを破

オリエンテーション諸活動に参加するすべて

りオリエンテーション諸活動の運営を妨害した

の団体が対象です。男子
（部）と女子
（部）に分か

団体には以下の罰則を科すことを検討します。

れている団体が冊子『槌音』に独立して掲載され

また、状況に応じて罰則を併科する可能性があ

る場合、2 つの別の団体として扱います。

ります。

サークルオリエンテーションで部屋責任団体

»»厳重注意

になった場合など、一部の団体は協力スタッフ

Orientation

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、新入生や他団体の安全を脅かす

団体から
「協力スタッフ」を派遣していただきま

II.

フ を 派 遣 し な い 団 体 が 存 在 す れ ば、オ リ エ ン
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3. オリエンテーション諸活動への参加

»»反省文

合、明らかに新入生の心理的負担になる高価な

»»サイト公表

ものの場合などは没収する可能性もあります。

»»立看板公表

同じ理由から、新歓コンパで実際にかかった

»»次年度オリエンテーション諸活動における劣

費用を新入生に伝えることはやめてください。

後の提言

ビンゴゲームなどを実施して新入生に景品を渡

»»次年度オリエンテーション諸活動における参

す場合も、常識的な価格の景品を選んでくださ

加禁止の提言

い。

また、当委員会が緊急性を要すると判断した

8. 食品の取り扱い

場合、当日であってもオリエンテーション諸活

例年、諸手続時のテント列やサークルオリエ

動を中止させることがありますので、予めご了

ンテーションでお菓子やジュースなどの食品を

承ください。

新入生に提供する団体が多数存在します。衛生

6. 個人情報の収集

面の問題から、既製品かつ常温保存可能な食品
のみに限定します。それ以外の食品を提供して

新歓活動において新入生の個人情報は団体が

いた場合、食品の提供を中止させる可能性もあ

新入生に連絡を取る手段として、また団体の運
営を考える上で必要です。その一方で、個人情報

ります。

が流出して不正に利用されると新入生が不利益

9. 飲酒

を被るだけでなく、大学の信頼を失墜させてし

毎年多くの団体が新歓コンパなど、新入生と

まいます。

食事をする機会を設けています。新入生の大部

7. 金品の授受

分は入学時には未成年ですので、新入生に飲酒
させることは全面的に禁止します。また、新入生

新歓活動での金銭の授受・契約は全面的に禁

が自発的に飲酒をしようとした場合にも止めて

止です。オリエンテーション諸活動が営利目的

ください。

に利用されること、ならびに新入生が金銭を受

飲酒事故が起きた場合や、
「 飲酒を強要され

け取ったことを根拠に、大学生活を大きく左右

た」という苦情や「飲酒の現場を見た」をいう報

しうるサークルへの加入を決定してしまうのを

告を受けた場合などは、団体に対して非常に重

防ぐためです。

い罰則を科す可能性があります。

また例年、諸手続時のテント列やサークルオ
リエンテーションでクリアファイルやボールペ
ンを配布する団体が存在しますが、団体の宣伝
になっているものに限定します。団体の制作物
や団体の名称やマークがしるされているもので
あれば基本的には規制しません。ただし、当委員
会が団体の宣伝になっていないと判断した場

Orientation
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4. 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の参加は任意で

振り（部屋割）については、各団体の要望を考慮

す。

した上で当委員会が決定します。

参加を希望する場合は「9-4. サークルオリエ

第一・第二体育館、トレーニング体育館等の体

ンテーション参加登録」が必要です。

育施設あるいは屋外の使用を希望する団体は、

また、第 2 回サークル代表者会議では部屋使

「サークルオリエンテーション参加登録」の際に

用会議を行います。重要事項を決定しますので、

希望する場所・日時等の必要事項を登録してく

必ず出席してください。

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登録があった団体間で話し

1. サークルオリエンテーション

合いをしていただきます。
使用できるのは 3 月 31 日（木）・4 月 1 日（金）

サークルオリエンテーションとは、学部ガイ
ダンスが行われる 3 月 31 日
（木）
・4 月 1 日
（金）

の午後の予定です。部屋の割り振りにおいては、

の午後に、教室や体育館などの施設を利用して

新入生が興味のある団体を探しやすくするため

行う新入生への新歓活動のことです。新入生が

に、活動内容・所属等において共通点のある団体

興味のある団体を自主的に選択してサークルの

を近くに割り振る予定です。
各団体の要望や事情等を総合的に判断して決

説明を聞くことができるという点において、諸

定しますが、必ずしもすべての団体の希望を実

手続後のテント列とは違った性格を持ちます。

現できるとは限りません。ご了承ください。

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
「9-4. サークルオリエン

なお、
「 サークルオリエンテーション参加登

テーション参加登録」を行ってください。部屋や

録」の締切に遅れた場合、部屋割において劣後さ

設備等の要望を書いていただきます。

れる場合があります。

サークルオリエンテーションでは多様なサー

部屋割は 2 月 18 日（木）にウェブシステムや

クルが新歓活動を行うため、新入生にとっての

Web サイトにおいて公表する予定です。また、第

大学生活の可能性を広げる貴重な役割を担いま

2 回サークル代表者会議でも公表いたします。

す。参加される団体の皆さまには新入生の安全
に配慮し、活発な新歓活動を行っていただきた

3. 部屋使用会議

く思います。

I.

2. 部屋割

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

サークルオリエンテーションでは、屋内に関

用する部屋ごとに代表者の方たちに集まってい

しては 1・5・7・11・12・13 号館を使用する予定

ただいて部屋使用会議を行います。部屋使用会

です。どの団体がどの部屋を使用するかの割り

Orientation
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4. サークルオリエンテーション

用の割り振りについて決めていただきます。

II.

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は当委員会からの
清掃チェックがあります。当日に部屋を使用し
た団体全体で部屋を清掃した後、部屋責任団体
には部屋の代表団体として清掃チェックを受け
ていただきます。なお、部屋責任団体になった場
合は協力スタッフの派遣が免除されます。

Orientation
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5. ビラについて

1. ビラについて

3. 配りビラ

新歓活動を行う上で、学外団体や営利団体の
露出は望ましくありません。そのため、学外団体

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です。

や営利団体の宣伝につながるようなビラ・広告
は禁止します。

受け取る意思のない新入生に対して強引に配
付しないでください。なお、上記の通り捨てられ

なお、新歓活動におけるビラについての詳細
は第 2 回・第 3 回サークル代表者会議にて説明い

たビラや落ちているビラはビラ回収ボックスに
入れてください。

たします。

4. 貼りビラ

2. 注意点

建物内の壁に貼るビラです。

本年度は新歓活動に関わる全てのビラを必ず
当委員会に提出していただきます。

サークルオリエンテーションの際に、教室内
や廊下の壁に貼ることが許可されます。

»»企業名や学外団体の宣伝が含まれたビラの配
布は禁止します。

なお、施設保全のため、
「はってはがせるテー
プ」以外での貼付を禁止します。
「 はってはがせ
るテープ」は第 3 回サークル代表者会議にて当委

「ただコピ」
を利用して印刷したビラは広告に

員会が無料配布する予定です。

なるので禁止です。例年
「ただコピ」を利用する

5. 撒きビラ

団体が存在するので十分注意してください。

学内施設の机上に置かれるビラです。

»»ビラには
「不要なビラは持ち帰るか、ビラ回収
ボックスに入れてください。」などの構内美化

撒きビラはその性質上、放置される可能性が

を勧める記述を含めてください。

高くなります。自団体のビラであるか否かに関

捨てられたビラや落ちているビラを見つけた

入れてください。

わらず、放置されたビラはビラ回収ボックスに

ら、自団体のビラであるか否かに関わらずビラ

撒きビラが放置されたままだと通常授業を阻

回収ボックスに入れるようご協力をお願いいた

害することになり、撒きビラが禁止されかねま

します。

せん。ご協力をお願いいたします。

»»自団体の連絡先を明記することを強く推奨し
ます。

＊ 撒きビラ配布にあたり
»»ビラを教室に撒く場合、配布日の 18:30 まで
に自団体でビラを回収すること
»»外部団体が週末には教室を借用する可能性が

Orientation
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5. ビラについて

あるため、
金曜日にはビラを撒かないこと
以上を必ず遵守していただくようにお願いい
たします。上記に反した撒きビラが確認された
場合、
該当団体に罰則を科す可能性があります。

6. 詰めビラ
例年、団体の製作したビラ（「詰めビラ」）を集
約して新入生に対してまとめて渡しています。
詰めビラの配布は任意ですが、配布を希望する
団体にはビラ詰め作業に参加していただきま
す。
詰めビラは新入生全員にビラを配布できる
上、配りビラや撒きビラによるビラの散乱を減
らせるため本年度も実施いたします。

＊ ビラ詰め作業への参加について
詰めビラの配布を希望する団体には必ずビラ
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がありません。

Orientation
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6. 個人情報について

1. 個人情報の収集にあたり

＊ 赤外線や二次元コードによる個人情報
の収集の禁止

新歓活動において新入生の個人情報を収集す

意図しない形による個人情報流出を防ぐた

ることは不可欠ですので、当委員会から個人情

め、赤外線の利用や新入生に二次元コードを表

報の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

示させることを禁止します。
なお、団体側が二次元コードや連絡先を新入

に限らず大学全体としての信用に関わります。
新入生の個人情報の保護については、新歓活動

生に提供する行為に関しては、電子機器でない

に参加するすべての団体構成員が強く意識しな

ビラなどの媒体に限り妨げません。

ければなりません。
新入生の安全を十分に保護するという観点か

＊ 紙やウェブフォームに個人情報を記入

ら当委員会より以下の事項を遵守するよう各団

させる場合は一人ずつ新しいものにす

体にお願いいたします。

ること

2. 注意事項

昨年度と異なり、紙に個人情報を記入させる
行為は禁止しません。

＊ 任意性の確保
新入生に対して個人情報を提供することを決
して強制しないでください。テント列やサーク
ルオリエンテーションにおいて、個人情報を記
入しないと通さない・帰さないということも強
制の一種です。
万が一、新入生や他団体から個人情報の提供

しかし、紙やウェブフォームに個人情報を記
入させる場合は、新入生一人ずつ紙を新しくし
たりウェブフォームを読み込むなど、新入生間
での情報流出が起きないように努めてくださ
い。特に、名簿形式での個人情報の収集は行わな
いでください。

を強制している旨の通報があった場合は罰則を
科すなど厳正に対応いたします。

＊ 個人情報の管理・処分
個人情報の流出が発生することの無いよう
に厳重に管理してください。また、使用後不要に
なった場合、あるいは新入生から削除の要望が
あった場合は速やかに処分してください。

Orientation
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7. 立看板設置

1. 設置時期

時間帯に関係なく立看板の設置を許可する予定

新歓期の立看板は、従来の立看板を撤去した
上で新たに設置することになります。新歓期の
立看板の設置解禁は 2 月 29 日
（月）9 時です。4
月末には撤去していただきます。

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ます。なお、
設置可能な場所および詳しい手順は、第 2 回サー
クル代表者会議でお知らせするので、その指示
に従ってください。

2. 製作方法

III. 1 号館北の銀杏並木

倒れた立看板が通路を塞いだり、抜け落ちた

1 号館北では現在工事が行われており、立看

釘によってタイヤがパンクしたりなどの苦情が

板を設置できるのがサークルオリエンテーショ

寄せられたことがあります。
「10. 立看板製作方

ン後となる予定です。設置する立看板は 1 枚看

法」
をよく読んで立看板を製作してください。

（横 0.9m ×高さ 1.8m）以下のもの 1 枚に制限し
ます。また、1 号館北の銀杏並木に設置する立看

3. 設置方法

板は、1 号館ロータリー付近以外の立看板とは

立看板の設置を希望する団体は「9-5. 立看板
設置希望登録」
を行ってください。

I.

別に設置することができます。希望が集中した
場合は抽選を行い、当選した団体のみに設置を
許可する予定です。工事の進捗状況などによっ

1 号館ロータリー付近

て変更が生じる可能性があることを予めご了承

毎年人気のある 1 号館ロータリー付近には可

ください。

能な限り多くの団体が立看板を設置できるよう
に、立看板を 1 枚看
（横 0.9m ×高さ 1.8m）以下

4. 抽選結果発表

のもの 1 枚に制限します。

＊ 1 号館ロータリー付近

抽選を行い、当選した団体は設置解禁の 2 月
29 日
（月）9 時以降に指定した場所に立看板を立
てることができます。

II.

2 月 18 日（ 木 ）に 当 委 員 会 の Web サ イ ト と
ウェブシステムで発表します。また、2 月 27 日
（土）の第 2 回サークル代表者会議でも発表しま
す。

1 号館ロータリー付近以外

＊ 1 号館ロータリー付近以外・1 号館北

毎年、立看板を解禁日当日の 2 月 29 日（月）に
設置することを希望する団体が多いので、抽選

の銀杏並木

により設置の順番を決定します。設置可能場所

2 月 27 日（土）の第 2 回サークル代表者会議

であれば好きな場所に、9 時から順次設置を認

で発表します。

める予定です。また、翌日の 3 月 1 日（火）以降は

Orientation
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7. 立看板設置
5. 立看板に関する注意

ロックが近くにある場合は、目の不自由な方が

I.

さい。

けがをしないようにより一層の配慮をしてくだ

内容
他団体を誹謗中傷する内容、学外団体や営利

V.

団体を宣伝する内容、有名な人物や団体の権威

必要記載事項

新歓期に立てる立看板については、立看板の

を利用して自団体を誇示する内容などは禁止し
ます。以上のルールが守れない場合、立看板を撤

裏面に団体名、団体 ID を必ず記載してください。

去する場合がありますので予めご了承くださ

通常の立看板のように電話番号を記載する必要

い。

はありません。

II.

釘の扱い

キャンパス内に放置された釘により、けが
や自動車・自転車のパンクなどの事故が起きた
ことがあります。当委員会の委員会室に釘回収
ボックスを設置しています。使用後の釘は放置
せず、回収して委員会室までお持ちください。ま
た、キャンパス内で釘を見つけた場合も拾って
いただけると幸いです。

III. 立看板の重し
基準は 18L のポリタンクが、1 枚看で 2 個、
2 枚看で 4 個です。例年多くの立看板が強風に
よって倒れ、通行の妨げになる、直接人にぶつか
りけがをさせてしまうなどの事態が起きていま
す。倒れている立看板や著しく重しが不足して
いる立看板は、撤去させていただくことがあり
ます。
なお消防上の観点から、ポリタンクは原則と
して白色のポリタンクを利用してください。や
むを得ず赤色のポリタンクを使用する場合は大
きく
「水」
と書いてください。

IV. 設置場所
立看板を設置する際は通行の妨げにならな
いように道の端に寄せてください。特に点字ブ

Orientation
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8. 危険な勧誘行為

1. 勧誘活動の注意

また、新歓活動における金銭の授受、契約は禁

新歓活動では団体側の意志の有無に関わら

止です。

III. 類似行為の過度な繰り返し

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

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。節度ある勧誘活動をしてく
ださい。

IV. 密室空間への連れ込み

揚していることでしょう。そのような新入生は
正常な判断力を欠いている可能性があります。
また、悪意の有無に関わらず、新入生に悪印象を
与える危険な勧誘行為は団体の信頼を失うこと
にも繋がります。新歓活動を行う立場として、団
体の皆さまは新入生に十分配慮して、危険な勧
誘行為を行わないでください。

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もやめてくださ
い。

2. 危険な勧誘行為の類型
I.

V.

大学の講義やクラスを批判するなどして、新

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。

II.

入生を大学生活から隔離するのはやめてくださ
い。自団体の合宿に無理やり参加させるなどの
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行わないでくださ

金品の授受

新歓期のビンゴ大会、無料あるいは割引のコ

い。

VI. 権威の暗示

ンパなどは例年実施されてきた新歓活動です。
新入生に団体の普段の雰囲気を知ってもらう場
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。

Orientation

新入生を隔離する行為

有名な人物や団体との関係性を利用して自団
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断を下せない可能性があります。
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8. 危険な勧誘行為

VII. 特定の思想への誘導

こともありました。

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はし
ないでください。新入生が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新入生に迫っ
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。新入生に
対して誠実な勧誘を行ってください。

VIII. 承認欲求を満たす言動
過度に称賛されたり、あるいは親しみを持た
れたりして、承認欲求を満たされた新入生は不
用意に団体に対する警戒を解いてしまいます。
新入生が安易に団体への加入を決定してしまわ
ないよう、このような発言を多用するのは避け
てください。

3. 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

Orientation

16

Committee

9. 各種登録

1. 概要

登録に際し不具合がございましたら、トラブ

各種登録・問い合わせ（→ 11. オリエンテー

ルシューティング（→ 9.8）をご覧ください。

ション委員会への連絡手段）は当委員会のウェ
ブシステムを通じて行っていただきます。

2. 注意事項
»»ドメイン指定のメール着信拒否機能を利用し

【URL】

ている場合、a103.net からのメール着信を

https://www.a103.net/ori/2016/system/

許可してください。
»»当委員会からのメールと Web サイトをこまめ
にチェックしてください。
»»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、ウェブシステムの障害以外の理由では、登
録の締切を延長しません。
»»余裕を持って登録することを推奨します。

以下の登録を、2 月 12 日
（金）21 時までに
行ってください。

I.

»»登録されたパスワードは即時に暗号化して
保存されるため、当委員会がパスワードを知
ることはできません。パスワードの管理は各

すべての団体が行う登録

個人で慎重に行ってください。適切な管理を
怠ったことにより生じるいかなる不利益につ

»»ユーザー登録
（→ 9.1）

いても、当委員会は責任を負いません。

»»団体登録、
副責任者招待（→ 9.2）
»»協力スタッフ日程希望登録（→ 9.3）

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
（→ 9.4）
»»立看板設置希望登録（→ 9.5）
»»槌音原稿登録
（→ 9.6）
»»Web 原稿登録
（→ 9.7）

Orientation
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9-1. ユーザー登録

1. ユーザー登録

»»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

各種登録を行う前に、オリエンテーション委

た URL に 6 時間以内にアクセスがない場合、

員会のウェブシステムにユーザー登録をする必

その URL は無効となります。その場合、下記

要があります。ただし、オリ長または副オリ長と

の「パスワードを忘れた場合」と同様の操作を

してユーザー登録を行っている場合は、再度登

行ってください。

録する必要はありません。

»»ユーザーが名前・ふりがな・所属・ECCS ユー

2. 手順

ザー ID・学生証番号を変更することはできま

»»ウ ェ ブ シ ス テ ム（https://www.a103.net/

会まで連絡してください。

せん。誤って登録してしまった場合は、当委員

ori/2016/system/）に ア ク セ ス し、
「新規登

3. ログイン

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。

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

»»名前

種登録や問い合わせは、原則としてログイン後

＊ 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

のページから行います。

4. 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

»»すべての項目を入力し終わったら、
「 送信」ボ
タンをクリックし登録を完了します。このと

る場合などは、必ずログアウトを行ってくださ
い。

5. パスワードを忘れた場合

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
MailSuite から確認することが出来ます。

Orientation
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9-2. 団体登録

＊ 必ずすべての団体がこの登録を行って

【団体登録後の画面】

ください。
＊ この登録を行ったユーザーが団体の正
責任者となります。

1. 団体登録
まず、各団体の正責任者となる方がログイン後に
「新規団体登録」をクリックして団体登録を行って
ください。次に、ログイン後の画面に「副責任者招
待」のリンクが表示されるのでクリックしてください。
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 ECCS ユーザー IDと副責任者の名前
（ひ
らがな）を入力して「送信」をクリックしてください。
副責任者となる方は、ウェブシステムログイン後の
トップページに「あなたは【団体名】の副責任者と
して招待されています。
」と表示されるので、そこを
クリックして副責任者登録をしてください。
正責任者・副責任者登録を済ませた後、その他
の各種登録を行ってください。また、正副オリ長は
必ずオリ合宿に同伴しなければならないので、正責
任者・副責任者どちらともが正副オリ長とならない
ようにご注意ください。

2. 一覧
＊ すべての登録が必須です。
Step1
»»団体名
»»冠称
»»団体名ふりがな
»»団体名英語表記

Orientation
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9-2. 団体登録

»»団体名通称

フトボール / その他の球技 / ウィンタースポーツ/

»»部室

山岳 / 自転車・乗り物 / 水上・水中 / ダンス / 武道・

»»活動場所

格闘技 / 陸上 / その他 / 鉄門
»»音楽系

Step2

合唱・アカペラ/ ロック・ポップス / 古典音楽 / 吹

»»団体の分類

奏楽・管弦楽 / 民族音楽 / その他

»»構成員の人数
»»構成員の東大生の割合

»»文化系

»»構成員の男女比

アウトドア/ アニメ・ゲーム / イベント・企画 / 演劇・
映画 / 起業・投資 / 広報・出版 / 国際交流 / 自

Step3

然科学 / 社会奉仕 / 趣味娯楽 /人文社会学 / 創

»»活動内容

作活動・芸術 / 伝統文化 / 文学 / パフォーマンス

»»他大学との交流

/ マインドスポーツ・パズル / その他

»»その他学外の団体・個人との交流

»»自治団体

»»活動頻度

（東京大学教養学部学生自治会、東大生協駒場学

»»Web サイト

生委員会、東京大学教養学部学友会、東京大学

»»新歓用 SNS

駒場祭委員会、東京大学五月祭常任委員会、の

Step4

5 団体のみ）

»»入会に必要な初期費用

III. 他大学との交流

»»初年度に必要な費用

インカレサークルとして活動している場合

Step5

は、共に活動している他大学の大学名をすべて

»»前期二次試験で応援活動をする団体

記入してください。

3. 登録内容の詳細（一部）
I.

IV. その他学外の団体・個人との交流
企業などの学外団体と何らかの関係を持って

団体名
団体名は
「東大」、
「東京大学」、
「東京大学運動

会」
「医学部鉄門会」の冠称を省いた正式名称を
、
記入してください。

II.

いる場合は、その学外団体の名称とどのような
交流をしているのかを記入してください。
また、他大学の学生以外の個人と共に活動し
ている場合は、どのような身分の方々かを記入
してください。

団体の分類

V.

»»運動会
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 / バドミントン / バレー / 野球・ソ

Orientation
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VI. 前期二次試験で応援活動をする団体
前期二次試験で応援活動をする団体はチェッ
ク欄にチェックを入れてください。

4. 注意
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』に正しく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制限の文字数を超過してし
まう場合、ウェブシステムの問い合わせにてご
連絡ください。

Orientation
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9-3. 協力スタッフ日程希望登録
9-4. サークルオリエンテーション参加希望登録

9-3. 協力スタッフ日程希望登録

9-4. サークルオリエンテーション

＊ 必ずすべての団体がこの登録を行って

参加希望登録

ください。
3/24 ～ 4/1、4/8、4/15、4/22、4/28 の

サークルオリエンテーションへの参加を希望

各日に、協力スタッフを派遣できれば
「派遣でき

する団体は、この登録を行ってください。サーク

る」を、合宿など団体の予定があって派遣できな

ルオリエンテーションの際に使用する部屋・備

ければ「派遣できない」を選択してください。少

品の希望と電気器具の使用等を申請していただ

なくとも 3 日以上
「派遣できる」を選択しなけれ

きます。サークルオリエンテーションへの参加

ば登録できません。また、派遣できない日がある

を希望しない団体はこの登録を行う必要はあり

場合、
その理由を記入してください。

ません。

1 回の協力スタッフ業務は 90 分程度を予定

「団体登録」完了後、
「メニュー画面」の「各種登

しています。なお、上述の全日程に協力スタッフ

録」に「サークルオリエンテーション参加登録」

を派遣していただくとは限りません。

という項目が表示されます。これをクリックし

選択肢以外の箇所については、できる限り詳
細な記述をお願いします。また、特殊な活動を行

て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てください。

う場合は必ずその旨と概要を記入してくださ

I.

い。

部屋を使用する場合

Step.1 使用する場所の希望
サークルオリエンテーションで使用したい場
所の希望を、できるだけ具体的に記入してくだ
さい。
例：
「他の○○団体と相部屋がよい」
「可動椅子で
ないと実行が不可能」

Step.2 電力
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
けることになります。相部屋となる団体と譲り
合って電気器具を使用していただきます。当日
の事故を防ぐために、あらかじめ当委員会にて

Orientation
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9-4. サークルオリエンテーション参加希望登録

II.

各団体の電力使用量を確認いたします。使用す
る電気器具名・最大使用電力・個数・使用用途を

屋外・体育施設を使用する場合

Step.4 屋外・体育施設利用の詳細

詳細に記入してください。

教室以外の場所（屋外や体育施設など）の使用

»»原則として、廊下での電力の使用はできませ
ん。

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

»»電力の申請を行わない場合はすべて空欄にし

希望する団体は企画書を提出する必要がありま

てください。ただし、その場合は当日の電力使

す。企画書については第 2 回サークル代表者会議

用が認められません。

で説明します。

»»サークルオリエンテーションでは、以下の電
気器具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・電気ストーブおよびヒーター類・
オーブントースター・冷蔵庫・電子レン
ジ・レーザープリンタ・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

Step.3 部屋内備品
机・椅子の設置状態について「固定されている
机・椅子を希望」
「可動の机・椅子を希望」
「どち
らでもよい」の中から選択してください。ただし、
机・
椅子を移動可能な部屋への希望が例年大変多く
なっています。そのため、全団体の希望に沿うこと
は困難であることを予めご了承ください。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」
「どちら
でもよい」のいずれかを選択してください。部屋割
の際に参考にします。ただし、これについても全団
体の希望に沿うことは困難であることをご理解くだ
さい。
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9-5. 立看板設置希望登録
9-6. 槌音原稿登録

9-5. 立看板設置希望登録

9-6. 槌音原稿登録

＊ 立看板の設置を希望する団体は、この

当委員会では、新入生に向けて『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

登録を行ってください。

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

Step1.1 号館ロータリー付近
1 号館ロータリー付近への立看板の設置につ
いて、希望する団体は
「希望する」を、希望しない
団体は
「希望しない」を選択してください。

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まに執

Step2.1 号館ロータリー付近以外
1 号館ロータリー付近以外への立看板の設

筆していただきます。

置を希望する場合、設置する立看板の枚数を記

1. 掲載項目

入してください。希望しない場合は「0」と記入し
てください。また、解禁日当日の 2 月 29 日（月）
に設置することを希望する場合はチェック欄に
チェックを入れてください。

サークル紹介には次の項目が掲載されます。
サンプル（p.26）を掲載しましたので、参考にし
てください。
(1) サークル名

Step3.1 号館北の銀杏並木

(2) サークル分類

1 号館北の銀杏並木への立看板の設置を希望

(3) 紹介文

する場合はチェック欄にチェックを入れてくだ

(4) 活動場所

さい。
ただし、1 団体につき 1 枚看 1 枚とします。

(5) 活動頻度

また、設置解禁はサークルオリエンテーション

(6) Web サイトのアドレス

後となる予定です。

(7) 連絡先
このうち、(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

Orientation
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種登録」から
「槌音原稿登録」という選択肢をクリッ

ます。そのため、
『 槌音』に掲載した個人情報が

クして登録画面に進んでください。

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

I.

紹介文（必須）

す。

実際の紙面では 20 字× 15 行の縦書きとな
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。

以上の記入が終わりましたら、個人情報の掲
載について「同意する」を選択した上で「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。

その際、文頭の１字空けや改行等はしないで

3. 校正

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.

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

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、紹介文の書体は明石です
( サンプルを参考にしてください )。

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、当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。

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

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上、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。

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
のものに限らず、団体のメールアドレスなどで
もかまいません。また、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、
原則として配布対象は新入生ですが、新入生を
通じて
『槌音』が第三者の手に渡ることもあり得

Orientation
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》文頭の段落１字空けは自動で設定されます。

□東京大学槌音同好会は、槌音編集の過程で
月

日に初めて活動を開始し

生まれた小さな団体です。
□二〇十六年

ました。主な活動はキャンパスプラザ 棟で
委員会の制作物を校正すること
Orientation
です。たまに埋め合わせのための記事を作成
することもあります。》三桁以上の数字は「漢数字」
□しかし、
二二六ページにも及ぶ冊子を編集・
発行するのはとても大変です。みな忙しく、
自分の睡眠を犠牲にしています（笑）
。
□皆さんはこんな変な紹介文ではなく、なる
また、でき

べく多くの新入生に興味を持ってもらえるよ
うな文章を作ってくださいね！

行なので、
この行が最後です。

るだけ、この見本を参考にしてください
紹介文は最大

》
「！」
「？」 で 文 が 段 落 途 中 で 終 わ る 場 合、

直後に全角スペースを１字入れてください。
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》 一 文 字 の 数 字・ 英 字・ 記 号 は「 全 角 」
》 二 文 字 の 数 字・ 英 字・ 記 号 は「 半 角 」

キャンパスプラザ C 棟
毎週月曜日
http://www.a103.net/otooto
槌音 彦星 oc@a103.net
音無 織姫 03-5454-6983

場 所
活 動
Ｗｅｂ
連絡先

Ｃ

!!

》西暦は漢数字で入力

文化系サークル

１
20

槌音同好会
東京大学

9-7. Web 原稿登録
9-8. トラブルシューティング

9-7. Web 原稿登録

9-8. トラブルシューティング

当委員会では、Web サイトで新入生に向け

1. ペ ー ジ が 表 示 さ れ な い・ エ
ラーが出る

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

以下の原因が考えられます。

入生の目に触れることが期待されます。
この Web サイトでは、
「9-2. 団体登録」で登録

I.

された各種情報のほか、Web サイト独自のサー
クル紹介を掲載する予定です。したがって、この
Web サイト用のサークル紹介の原稿・写真をぜ
ひ提出し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

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）。

時更新を受け付けていますので、最新の情報を

II.

記載することができます。

非対応（利用しないでください）

»»Microsoft Edge

「団体登録」が完了した後に、メニュー画面の

»»Internet Explorer

「各種登録」から
「Web 原稿登録」という選択肢を

»»Safari（iOS 版、Macintosh 版ともに）

クリックしてください。

Step1.Web 原稿

III. 対応（最新版の利用を推奨します）

サークル一覧やサークル検索結果に掲載され

»»Google Chrome

る、50 字程度の簡単な紹介文の原稿と、サーク

»»Mozilla Firefox

ル詳細ページに記載される、詳細な紹介文の原

»»Opera

稿の２種類を登録してください。

なお、以下のように設定を行ってください。シ

Step2. 画像

ステムを利用できない可能性があります。

サークル詳細ページに一つだけ画像を載せ

»»スタイルシートを有効にする

ることができます。画像を提出する場合は「画像

»»Cookie を許可する

の有無」にチェックを入れた上で、ファイルを指

»»JavaScript を許可する

定してください。なお、ファイルの最大サイズは

»»文字のエンコードを UTF-8 にする

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

IV. 手順の前後
正しい順序で登録を行わないと、リンクが表

ます。
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示されなかったり登録エラーが出たりします。

連絡ください。

ウェブシステムの表示に従ってください。

»»パスワード

2. パスワードが分からない / 忘
れた

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

＊ ウェブシステムにログインするとき

最初に登録を行ったやり方と同様にすれば、

「9-1. 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、
「9-1. ユ ー ザ ー 登 録 / パ ス
ワードを忘れた場合」を参考にしてください。

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ったり、締切後に変更す
ると遅れ登録として扱われ不利になったりする
ことがあるので注意してください。
»»正責任者（副責任者）を交代したい

＊ ECCS（教育用計算機システム）のパ
スワード

新責任者がユーザー登録を済ませ一回以上ロ
グインを行った状態で、新責任者・旧責任者の両

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

名が学生証をもって委員会室「キャンパスプラ
ザ A 棟 103 号室」にお越しください。

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。

3. 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。

4. 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
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1. 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

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

行った者 ( 以下
「ユーザー」とする ) は、以下の事

る際、時間に十分な余裕をもって行う。

項に同意する必要があります。

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

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

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」

た場合 ( 電話番号やメールアドレスの変更等 )

または電話等により、委員会に締切の前

は、速やかにウェブシステムより登録情報を

に連絡する。連絡を行わなかった場合、

変更する

生じた問題について、委員会は責任を負

2. ユーザーは、パスワードの管理、不正ア

わない。なお、委員会が対処方法を示し

クセス等に注意を払う。パスワードの取り

ている場合はこの限りではない。

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。

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

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。

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、

»»長期にわたって連絡が取れない場合

ユーザーに対し、Web サイト等にて公

»»意図的な虚偽の申請が発見された場合

示する。

»»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
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1. プライバシーポリシー

等、適切な処置を実施します。

2016 年度東京大学教養学部オリエンテー
ション委員会 ( 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

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。

びその他の規範を順守し、個人情報の保

5. 委員会は、個人情報を適正に取り扱う

護に万全を尽くします。

ため、委員会内管理体制の整備、委員の

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。

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

»»所属の確認を含む本人確認

ことにより、個人情報の保護に努めます。

»»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

6. 委員会は、電子メール等による連絡に

»»新入生オリエンテーションに関する諸連絡

応じ、速やかに個人情報の開示、訂正等

»»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

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

3. 委員会は、登録された個人情報につい

令その他の規範の変更、新規サービスの

て、上記の利用目的を達成するため、必

提供等の理由により、プライバシーポリ

要に応じて東京大学の諸機関、消防署、

シーを改定する事があります。改定が

保健所等の公的機関に提供する場合があ

あった場合は Web サイト等にて公表し

ります。また、委員会仲介のレンタル会

ます。

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
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10. 立看板製作方法

立看板の製作方法について、写真や図を交え

ず回収してください。

て説明していきます。写真については 2 枚看のも

»»立看板には必ず十分な量の重し（2 個以上 /4

のですが、1 枚看についても構造としては共通

個以上）を載せてください。例年、多くの立看

する部分が多いので、その都度分けて説明しま

板が風で倒れてしまうという事故が発生して

す。

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

1. 材料

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。

（数量の記載のあるものは、１枚看 /2 枚看）

»»新歓用立看板のベニヤの裏側には団体 ID、団

»»垂木
（3cm × 4cm × 400cm）4 本 /7 本

体名を必ず明記してください。

»»ベニヤ
（180cm × 90cm）1 枚 /2 枚

»»立看板の強度に対しては細心の注意を払って

»»釘
（65mm）
【垂木本体を組む】
»»釘
（50mm）
【足を組む】

ください。釘は垂木 1 本につき必ず 2 本打っ

»»釘
（25mm）
【ベニヤを打ち付ける】

てください。また、割れのある木材は使用しな

»»18L ポリタンク
【重し】2 個以上 /4 個以上

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

»»丈夫な紐
【ポリタンクの固定】

トを下に敷いてください。

垂木・ベニヤは野球場門を出たところの材木

当委員会では、2 月 13 日（土）以降、委員会室

店で購入できるほか、学友会に登録している団

「キャンパスプラザ A 棟 103 号室」にてブルー

体は学友会からの現物援助も利用できます。
また、20L ポリタンクは生協で、1 個あたり

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。

1360 円
（2016 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

»»立看板製作作業は、すべて槌音広場（通称：た

木 7 本で製作できますが、切断の失敗や垂木の割

たき場 / キャンパスプラザ B 棟東の舗装され

れなどのトラブルを考慮し、余裕を持って用意する

た広場）で行ってください。
»»立看板は自団体で管理し、槌音広場に放置し

ことをおすすめします。

ないでください。

2. 一般的な注意点
»»釘の扱いに注意してください。キャンパス構
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
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3. 製作方法

ヤを打ち付けます。

I.

部分は特にはみ出さないように揃えてくださ

このとき、立看板を立てたときに下側になる

本体を作る
1 枚看・2 枚看それぞれのおおまかな構造は

い。

次ページの通りです。本体については、ベニヤの

釘は手の平を広げた程度の間隔で、組んだ垂

サイズが厳密に一定ではないのでベニヤに合わ

木 7 本（1 枚看の場合は 5 本）すべてについて打

せて垂木を切断する形になります。

ち付けていってください。

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

II.

足を付ける

下の図は、足の付き方を横から見た図です。

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）
。
枠が完成したら、25mm の釘を使ってベニ
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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。② ③ ④ と の 接 合 部 分 は す べ て

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。

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

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。

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。
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

IV. 設置

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。

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。
なお消防上の観点から、ポリタンクは原則と
して白色のポリタンクを利用してください。や
むを得ず赤色のポリタンクを使用する場合は大

III. 仕上げ

きく「水」と書いてください。

仕上げとして足に補強を加えます。

ポリタンク以外の重しを利用する場合も、必

まず 50mm の釘を用いて、180cm の垂木で

ず同程度の重量を確保してください。

３本の足をつなぎます。

足下部の補強部分にポリタンクを載せ、II. の工

（1 枚看の場合は 90cm です。
）

程における④の垂木と丈夫な紐でしっかりと結びつ

さらに内側にもう一本、同じ長さの垂木で同

け、固定します。

様に３本の足をつなぎ、補強します。

V.

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。

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

立看板本体は、
これで完成です。
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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 ID、団体名が記入され
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。
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11. オリエンテーション委員会への連絡手段

1. 連絡する前に

は、一般的な電子メールに比べてスパムに紛れにく

重要な情報は
『COMPASS』・Web サイト・正
門付近の立看板などでお伝えします。また、当委
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。

く、見落とされる可能性が低くなります。当委員会
としても十分な注意を払って電子メールを管理して
いますが、見落とす可能性もあります。可能な限り
問い合わせから送信してください。
〈注意点〉
»»1 つの質問事項につき 1 通のメッセージを送

2. Web ページの紹介
I.

信してください。当委員会内で担当者が異な

Web サイト

る場合があります。
»»添付ファイルの送信も可能ですが、1 回の送

〈アドレス〉

信につき 1 つのファイルを添付するようにし

http://www.a103.net/ori/2016/visitor/

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。

3. 電子メール

2016 年度オリエンテーション委員会の Web
サイトです。各団体への連絡、配布資料の公開な
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います。

II.

トラブルなどで問い合わせが利用できない、
またはサイズが大きい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。

ウェブシステム

4. 担当者と直接話す

各種登録、当委員会との問い合わせで使用しま
す。Web サイトにもリンクがあります。

I.

III. 問い合わせ

壇上対応
各サークル代表者会議終了後に、壇上で委員

ウェブシステムにログインして「問い合わせ」を選

が個別に対応します。

択してください。このフォームから送信されたメール
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11. オリエンテーション委員会への連絡手段

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、担当者不在ですぐには
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気軽にお電話ください。
担当者不在で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。
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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ません。
A1. 新歓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、他団体の新歓責任
者でない方が出席するようにしてください。第 2 回サークル代表者会議の後には部屋使用会議がありますの
で、新歓責任者の方は代理の方に部屋責任団体を希望するかなどを伝えておいてください。代理の方も出
席できない場合、不利益を被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立ててもいいのでしょうか？
A2. 当委員会としては、1 号館ロータリー付近以外の場所では枚数を制限していません。しかし、工事な
どのやむを得ない事情で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、予めご連絡いただければ他の日時に振り替えられます。
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、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からご連絡ください。なお、何らかの劣後が生じる可能性もありますので
ご了承ください。

COMPASS vol.1（第 1 回サークル代表者会議資料）
2016 年 1 月 22 日発行
発行者

2016 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/2016/visitor/
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今後の予定
第 1 回サークル代表者会議
各種登録

1 月 22 日（金）
24 日（日）

締切：2 月 12 日（金）21 時

すべての団体対象
・ユーザー登録
・団体登録
・協力スタッフ日程希望登録
希望する団体対象
・サークルオリエンテーション参加登録
・立看板設置希望登録
・槌音原稿登録
・Web 原稿登録（随時登録・更新可能）

2 月 18 日（木）

立看板抽選結果発表

サークルオリエンテーション部屋割発表

第 2 回サークル代表者会議
立看板設置解禁
2 月 29 日（月）9 時

各種登録 締切：3 月上旬
・新歓日程登録
・学部資材貸出希望登録
・諸手続勧誘登録

第 3 回サークル代表者会議
新歓活動

2 月 27 日（土）13 時
1323 教室（予定）

3 月中旬

・協力スタッフ業務開始 3 月下旬
・ビラ詰め作業 3 月下旬
・諸手続 3 月 29 日（火）・30 日（水）
・サークルオリエンテーション 3 月 31 日（木）・4 月 1 日（金）

