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ご挨拶

委員長挨拶

正副オリ長の皆さま、はじめまして。オリエンテーション委員会の今井輝卓と申します。本日はご多忙

の中お集まりいただき、ありがとうございます。私たちオリエンテーション委員会は諸々のオリエンテー

ション活動が新入生、サークル、上クラの皆さまにとって有意義なものとなるよう、各種調整を行なっ

ています。

クラスは新入生が入学後最初に属するコミュニティーです。クラスから大学における人付き合いが始ま

るといっても過言ではありません。皆さまにもクラスの仲間とつくった思い出があることでしょう。そ

の「クラス」という文化を伝えていくのが正副オリ長をはじめとした上クラの役目です。大学という新

しい環境に足を踏み入れたばかりで不安を抱えている新入生にとって、上クラの存在は非常に心強いも

のです。その点をご理解いただき、上クラ下クラ双方にとって実りある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。委員一同、全力で皆さまをサポートしていく所存ですので今後とも当委員会

の活動へのご理解とご協力のほどよろしくお願いいいたします。

						2018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北條智裕です。

月日が経つのは本当に早いもので、皆さまが入学してから10ヶ月が経とうとしています。つまり、あ

と 2ヶ月で皆さまが次の新入生の入学を迎える番ということになります。入学した直後の気持ちを今一

度思い出してみてください。厳しい受験を突破し、「大学」という新しい舞台で新しい生活を送ることへ

の喜びと期待に胸を躍らせながらも、その新しさに対する不安など、色々な思いを抱いていたのではな

いでしょうか。そのような中でのクラスオリエンテーションは、東大での生活を経験した先輩から話を

聞いたり、新しく出会ったクラスの仲間との交流を深めたりする絶好の機会です。クラスオリエンテー

ションによって、その後の大学生活を充実させるきっかけになったのではないでしょうか。

今度は皆さまが上クラとして新入生を迎え入れる番です。私たち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がより良いものとなるように全力でサポートします。新入生にとって実り多きオリ

エンテーションができるよう、ご協力のほどよろしくお願いします。

						2018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
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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 22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・写真撮影 健康診断
4月 1日

オリ合宿
学部ガイダンス・写真撮影

4月 2日
オリ合宿

4月 3日 健康診断
4月 4日 健康診断
4月 5日 授業開始

※3月29日・30日にはテント列、3月31日・4月1日にはサークルオリエンテーションが行われます。

2. 第 2回オリター連絡会議

この日程と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。

日程

3月 22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

•	プレオリ教室割り当て発表

•	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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3. 正副オリ長面談

2月15日（木）から3月 15日（木）の間、各クラスの正副オリ長と委員で面談を行います。面談は

15分程度で、プレオリ・オリ合宿計画の進捗状況や諸注意の確認、疑問点・不安点の解消などを目的と

しています。当委員会ウェブシステムより「面談日時希望登録」を2月 6日（火）21時までに必ず行っ

てください。

4. クラスオリエンテーション

4-1. 諸手続後の顔合わせ

理系は3月 29日（木）に、文系は3月 30日（金）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。

4-2. 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・

時間の申請方法などについては面談時に説明します。

4-3. オリ合宿

クラスオリエンテーション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（日）〜 2

日（月）、文系が4月 2日（月）〜3日（火）となります。詳細は pp.10 以降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号館正面を予定しておりますが、施設の使用状況や天候によって変更の可能性があり

ます。オリターの皆さまには、新入生の召集や先導をお願いします。詳細は第 2回オリター連絡会議に

てお伝えします。
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第 2章　禁酒措置について
昨年に引き続き、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、委員と各クラスの正副オリ長2名との面談をします。

オリター誓約書の提出

オリター誓約書をオリターの方全員に直筆で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

大のクラス文化の貴重な財産と考えています。しかし残念ながら、オリ合宿中の過度な飲酒は後を絶ち

ません。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がありました。また最近では、

2010年度のオリ合宿で新入生が一気飲みさせられ、オリ合宿終了の翌日に帰宅したとの通報が保護者

から学部に入り、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、サークル活動中教養学部生が無理の飲酒の結果死亡するという事故もありました。

もし今後オリ合宿中に飲酒が関係する問題が発生した場合、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恐れがあります。そもそもの学生の安全を守るため、また何十年と続く東大のオリ

エンテーション伝統の継承のためにも、禁酒措置へのオリターの皆さまのご協力を何卒よろしくお願いい

たします。　
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第 3章　正副オリ長の仕事
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

せないものですので、しっかり内容を把握した上で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

第2回オリター連絡会議への参加

3月 22日（木）に実施予定の第2回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にあたっ

て重要な連絡や書類の配布を行います。正副オリ長のうちいずれか1名は必ず参加してください。万一、

正副オリ長の両名ともに参加できない場合は後述のウェブシステムから「問い合わせ」にてお知らせく

ださい。

各種登録・提出物

当委員会のウェブシステムより各種登録を行ってください。必須の登録を行いませんと、クラスオリエ

ンテーションの実行に支障をきたします。必ず期限を守り、登録するようにしてください。また、各種

提出物も忘れず確認してください。本会議後に行っていただく登録・提出物については、pp.16-23 を

参照してください。

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のでご協力ください。

2. クラスオリエンテーションの運営

諸手続での顔合わせ

3月 29日（木）、3月 30日（金）の諸手続にて、下クラとなる新入生と初めて顔合わせをすること

になります。その際プレオリやオリ合宿、写真撮影の説明をし、出欠の確認や連絡先の交換などを行い

ます。また、オリパンフの作成も重要です。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。

写真撮影

3月 31日（土）、4月 1日（日）のサークルオリエンテーションと並行して、上クラと下クラの集合

写真を撮影します。タイムスケジュールに余裕がありませんので、クラスの召集や先導など、円滑な進

行にご協力ください。



Atlas vol.18

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です。クラスによっ

て場所や内容は様々で、希望すれば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。

オリ合宿

新入生同士、そして上クラと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、綿密な計画と下見を行ってください。また、下クラに配布するオリパンフの作成も重要です。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。



Orientation Committee 2018 9

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して、それぞれの上

クラに下クラを割り振っています。新入生の語学の希望によって、毎年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。またその場合、以下のような下クラ割り振りが想定されますが、新入生のク

ラス割が未定なためあくまで目安となります。

•	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

•	2 つの上クラに1つの下クラ

•	複数の上クラに複数の下クラ

2. 下クラ希望調査

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、希望する下クラの形態を調査します。

当委員会のウェブシステムのフォームより、「下クラ割り振り希望調査」を登録してください。締切は2

月 6日（火）21時です。可能な限り各クラスの希望通りに下クラを割り振りたいと思いますが、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

とに留意しながら計画を進めてください。また特殊な割り振りが生じる場合は、事前に連絡することが

ありますので、注意してください。
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第 5章　オリ合宿

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。

1.	オリターを決める

オリ合宿の円滑な運営には、オリターは最低 5〜 8人必要です。一方、人数が多いほど 1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 1人も参加しない場合、新入生の女性が参加しづらいと感じることも考え

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 pp.24-25 に掲載されている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業者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基本的にキャンセル料はかかりませんが、それ以外の旅行業者

の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。キャンセル料をはじめとする各種ト

ラブルにおいて、当委員会は一切の責任を負いません。

4.	バスを予約する

大人数を引率する場合はバスの利用を推奨します。

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業者と相談の上、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。

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
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電波は届いているか、雨天時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の下見を

希望する時は、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。ただし、下見のキャンセル

料は通常通りかかりますのでご注意ください。

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きましょう。現地で決めようとすると、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、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。また、バス移動中にすること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も

考慮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。参加費の徴

収方法を諸手続での顔合わせの際に必ず伝えておきましょう。

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 20,000 円

程度が相場です。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

が散見されます。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行為は絶対に

やめてください。

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を推奨します。
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また、4月 4日（水）に健康診断がある新入生もいますし、4月 5日（木）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が、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ります。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るのも有効

です。なお、雨天時もバスの発着場所（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、大人数で集まれるパーティー場の有無も重要です。大抵の旅館にはありますが、無かったり、様々

な制限（持ち込みが有料であるなど）があったりもします。逆にカラオケなど設備が充実した会場もある

かもしれません。予め確認しておくとよいでしょう。

事故対策

オリ合宿当日はオリターが責任を持って新入生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、後述の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

当委員会としては、オリターの皆さまがオリ合宿に行く際、保険に加入することを強くおすすめします。

新入生には当委員会が一括して保険をかけますが、オリターには当委員会からは保険をかけません。し

かし例年新入生よりもオリターの方が事故が多い傾向にあるので、合宿に参加するオリターも全員保険に

加入することを強くおすすめします。

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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第 6章　オリパンフ

1. オリパンフ

オリパンフとは、上クラが製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製作してく

ださい。

2. 内容に関しての注意事項

１．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の切り取

りや修正、当委員会によるオリパンフ回収などの措置を取らざるを得なくなります。

例年、飲酒の強要など過激な記事を載せるオリパンフがあり、目にした保護者の方から苦情が多数寄せ

られています。また、未成年が大半を占める新入生に対し「酒」という言葉が入っているだけでも不適

切と感じる保護者は多いです。過去には保護者の方からのクレームに従い、オリパンフの該当箇所を切

り取ったという事例もありました。オリターには新入生を預かり安全に引率する責任がある以上、新入

生の保護者の皆さまが安心して送り出せるように配慮してください。たとえ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。

オリ合宿の出発直前に上記の措置を行わざるを得なくなった場合、オリ合宿の計画に支障をきたす可能

性があります。十分注意して作成してください。

２．掲載が必須の内容

これらの参考資料は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、次の通りです。
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•	自治委員・・・2名

•	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

•	正副オリ長・・・各1名ずつ

各自治団体のクラス役員説明文を本冊子の「第8章	資料」の pp.28-36 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、実際に例年危険な勧誘行為をめぐるトラブルが絶えません。

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「資料」の pp.36-38 に掲載されているので参考にしてください。

３．掲載が推奨されている内容

新入生向けオリエンテーション情報

例年、当委員会が発行し新入生に配布している『槌音』や、新入生向けのWebサイトなどにて、サー

クル紹介や新入生へのアドバイスなど様々な有益情報を提供しております。本冊子の「	資料」の pp.25-

26 を参考に、ぜひ案内を載せていただければ幸いです。
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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の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

オリターの皆さまご自身で印刷・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などを使

うと、速く安く作ることができます。ただし新歓直前期はクラス・サークルの利用でゲスプリンターは

大変混み合いますので、余裕を持って完成させることをおすすめします。自作する場合には下の枠内も

参考にして下さい。

自分たちで印刷・製本せず、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）に必ず【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。ご協力のほどよろしくお願いします。

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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第 7章　各種登録・提出物

1. はじめに

登録内容一覧

•	「ユーザー登録」

•	「正副オリ長登録」

•	「個別面談希望登録」

•	「下クラ割り振り希望調査」

※まずはじめに「ユーザー登録」、「正副オリ長登録」の順番に登録をお願いします。その後、「副オリ

長招待」を行ってください。

提出物一覧

•	オリター誓約書

•	オリター名簿

委員会Webサイト

当委員会のWeb サイトのアドレスは http://www.a103.net/ori/2018/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。

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/2018/system/	です。こちらで上記の登録

を行ってください。また、ウェブシステムの「問い合わせ」を通じて委員会と連絡を取ることができます。

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当委員会ウェブシステム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.21-23 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、オリ合宿などの実施を許可できない場合がございますので注意してください。
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2. ユーザー登録

2-1.	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。

2-2.	手順

•	ウェブシステム（https://www.a103.net/ori/2018/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）

	» ECCSクラウドメールのアドレス

	» 所属

	» 学生証番号（例 :J ◯ - ◯◯◯◯◯◯）

	» 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」をクリック登録を完了します。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、ECCSクラウドメールのアドレス（@g.ecc.u-tokyo.ac.jp）に送信されます。

•	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時間以内にアクセスがない場合、そのURLは無効となります。その場合、「2-5. 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、必ず当委員会まで連絡してください。
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2-3.	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。

2-4.	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。1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。

2-5.	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 ECCSクラウドメールの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.ECCSクラウドメールの設定

当委員会のウェブシステムでは、ユーザーが東大生であることを確認するため、ECCS（教育用計算機

システム）のメールサービスを利用しています。ECCSクラウドメールでは、メールアドレスは◯◯◯

@g.ecc.u-tokyo.ac.jp という形式です。◯◯◯の部分は任意に設定することができます。まだ ECCS

クラウドメールの設定を行っていない方のみ、以下の操作を行ってください。

UTokyo	Account でログイン

UTokyo	Account 利用者メニュー（https://utacm.adm.u-tokyo.ac.jp/）にアクセスし、UTokyo	

Account を用いてログインします。

メールアドレスの確認・変更

ログイン後の画面左側にある「ECCSクラウドメール」をクリックすると、メールアドレスの確認・変

更が可能です。

パスワードの設定

同じく左側にある「ECCSクラウドメール（パスワード変更）」をクリックし、パスワードの設定を行

います。なお、パスワードの変更も同様の操作で行うことができます。

パスワードは以下の条件を満たす必要があります。

•	8 字以上 16字以内であること

•	アルファベット・数字・記号がそれぞれ1字以上含まれていること

•	UTokyo	Account のパスワードを含まないこと

なお、メールアドレス・パスワードの更新処理は毎時0分前後に行われます。
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メールの確認

http://mail.google.com/a/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/ にアクセスします。通常のGmail インターフェー

スでも構いません。設定したメールアドレスとパスワードを入力しログインし、通常のGmail と同様に

利用します。

4. 新規クラス登録・副オリ長招待

4-1.	はじめに

この登録は全クラスが対象で、締切は 2月 1日（木）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」を行った方が正オリ長として登録

されますので注意してください。その後、「副オリ長招待」をしてください。「副オリ長招待」を行うには、

副オリ長のユーザー登録と1回以上のウェブシステムへのログインが必要となっております。

正副オリ長は、必ずオリ合宿に参加す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

のどちらかがクラスオリエンテーションに参加できなくなってしまった場合、クラスで改めて正オリ長、

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。

4-2.	登録方法

•	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

らクラスの情報を登録してください。この際、「新規クラス登録」を行った方がオリ長として登録さ

れますので、必ずオリ長が登録するようにしてください。

•	新規クラス登録完了後、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。

•	招待が正しく行われると、副オリ長のメニュー画面に「クラスのオリターに招待されています」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、オリ

長が登録したメールアドレスに通知が届きます。

4-3.	注意事項

オリ長・副オリ長はウェブシステム上では変更できません。

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た上で、現在

正オリ長（副オリ長）と変更後に正オリ長（副オリ長）となる方の両名が学生証をお持ちのうえ委員会

室までお越しください。そこで正オリ長（副オリ長）を変更いたします。その際、事前に「問い合わせ」

で来室日時をお知らせください。なお、担当者不在などの理由により対応いたしかねる日時もございま

すのでご了承ください。



Atlas vol.120

サークルオリエンテーション参加団体の新歓責任者・副責任者との兼任には制限があります。

オリ合宿には正副オリ長両名の参加が必須、その他クラスオリエンテーションには正副オリ長のいずれ

か一名の常駐が必須となっております。また、各種サークルオリエンテーションには各団体の新歓責任者

のうち 1名の常駐が必須となっております。このため、日程の関係上、理系クラスの正副オリ長両名と

もに新歓責任者と兼任することは認められません。また、文系クラスの正副オリ長両名は新歓責任者と兼

任することを推奨いたしません。

5. 面談日時希望登録

5-1.	はじめに

この登録は全クラスが対象で、締切は2月 6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

調整に使用いたします。必ず正副オリ長の 2名がお揃いのうえ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。

5-2.	登録方法

個別面談の日程は2月 15日（木）〜	3月 15日（木）です。

また、1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 1希望

から第10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。

5-3.	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。

6. 下クラ割り振り希望調査

6-1.	はじめに

この調査は全クラスが対象で、締切は2月 6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。
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6-2.	登録方法

どのような下クラを希望するか、表示に沿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。

7. オリター誓約書・オリター名簿

7-1.	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。オリター誓約書は当委員

会のWebサイトからダウンロードすることも可能です。

7-2.	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

に対し責任を負います。

そのため、クラスオリエンテーションに参加するオリターは全員、配布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2017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、個別面談の際に正オリ長がまとめて委員会に提出してください。

7-3.	注意事項

印鑑あるいは拇印のないもの・本人以外が記入したもの・署名後に FAXやコピーなどしたものは認め

られません。

8. トラブルシューティング

8-1.	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。

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に対応したブラウザは以下の通りです（2018年 1月現在）。なお、最新版

の利用を推奨します。

•	Microsoft	Edge

•	 Internet	Explorer

•	Safari（iOS 版、Macintosh 版ともに）
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•	Google	Chrome

•	Opera

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ください。

8-2.	パスワードがわからない・忘れてしまった

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。

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 ESSCクラウドメールのアドレス（「@g.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」をクリックして指示に従ってください。

ECCS（教育用計算機システム）のパスワード

大学のパソコン端末にログインする際に必要です。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ください。

8-3.	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ください。エラーの多くは文字と数字、半角

と全角の間違いや、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」

などを通じて連絡してください。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どうか

を確認してください。

8-4.	正オリ長・副オリ長を変更したい

変更後に正オリ長（副オリ長）となる方がユーザー登録を済ませた上で、現在の正オリ長（副オリ長）

と変更後に正オリ長（副オリ長）となる方の両名が委員会室まで来るようお願いいたします。そこで正オ

リ長（副オリ長）を変更いたします。その際、事前に「問い合わせ」にてその旨を伝えていただくようお

願いいたします。
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8-5.	登録内容を変更したい

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」にてお問い合わせください。

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。

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場合があります。
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資料

1. 昨年度のオリ合宿

2017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、当委員会は

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。

8-1.	宿泊場所

山梨県								39 クラス

静岡県								15 クラス

千葉県								11 クラス

群馬県	 8クラス

栃木県	 8クラス

埼玉県	 7クラス

長野県	 2クラス

茨城県	 2クラス

神奈川県	 2クラス

8-2.	昨年オリ合宿計画例

例1	山中湖

[1日目 ]

9:15	発 /12:00	宿に到着 /13:00	レクリエーション /16:00	レク終了 /17:30	BBQ 開始 /19:30	

BBQ終了 /22:30	コンパ

[2日目 ]

8:30	朝食 /10:15	発 /12:30	解散

例 2	尾瀬

[1日目 ]

8:30	渋谷発 /13:00	宿到着 /13:40	体育館レク /16:10	体育館レク終了 /16:20	花咲の湯で入浴

/17:30	花咲の湯出発 /17:50	宿泊所着 /18:00	夕食・コンパ

[2日目 ]

7:00	起床 /8:00	朝食 /10:00	宿泊所発 /10:30	吹割の滝到着 /11:30	吹割の滝出発 /12:00	原田農

園到着・焼肉 /13:00	原田農園出発 /17:00	渋谷着
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例3	富士周辺

[1日目 ]

10:30	発 /13:00	富士忍野ベリーランドでイチゴ狩り /14:30	宿到着 /17:00	BBQ/19:00	いずみ

の湯へ移動・入浴 /20:30	コンパ

[2日目 ]

7:30	起床 /8:00	朝食 /10:00	宿泊所発 /10:30	富士緑の休暇村到着、ほうとう作り /14:30	富士緑

の休暇村出発 /17:00	駒場キャンパス着

2. 新入生向けオリエンテーション情報

ここではオリエンテーション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。

2-1.	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。

2-2.	『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、学生

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。

新入生には諸手続時に配布いたしましたので、ぜひ読んでみてください。

2-3.	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（土）、4月 1日（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。

2-4.	『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。
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2-5.	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

提供しておりますので、ぜひご活用ください。

URL：http://www.a103.net/ori/2018/visitor/

3. ウェブシステム規約・プライバシーポリシー

3-1.	2018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

2018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、団体名の変更等）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
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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。

3-2.	プライバシーポリシー

2018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。

自治委員

募集人数：各クラス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2つあります。

ひとつは、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、1年を通して様々な交渉などによって、学

生が学問に集中出来る生活を送れるように、また学生の声が大学運営に反映されるようにしています。

もうひとつは、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、自治会費を納入した学生の皆さんが、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、印刷機を安く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などの活動を行っております。また、「自主ゼミ」制度というのもあり、

学生自治会が講師料を支払い教室の確保も行うので、自分たちで気軽にゼミを設立できます。

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ったりする権利があります。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。

また、諸手続において自治会便覧を配布しております。学生自治会のより詳細な情報が記載されており

ますので、ぜひこちらもご覧ください。

《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、

必ず学生自治会理事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

・学生自治会理事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事務を行う

・クラスに割り当てられたロッカー鍵を管理する
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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（活動保障費または現物）が支給さ

れます。

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 5月上旬頃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しますが、日頃よりキャンパス内の立て看板やポスターなどに気

を付けるようにしてください。

《注意》

以下の役員を選出する必要はありません。

ロッカー委員・カリキュラム委員・平和擁護委員・代議員

《連絡先》

東京大学教養学部学生自治会理事会事務局

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）

E-mail:	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）、夕方（16:00 〜 16:40）、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。

生協委員（クラス代表及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

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。早速ですが、「生協委員」について説明いたします。

■生協委員とは？

生協委員の活動は、一言で言うと「生協の活動に積極的に参加する」ことです。

オリエンテーション合宿にて生協委員を決めてもらいます。選出された委員は、４月５日・６日に行わ

れる「生協委員ガイダンス」に出席し、生協の仕組み・活動を理解していただき、生協の行う行事など

に積極的に参加していただきます。当面の活動といたしましては、「第２外国語の教科書の共同購入」及び、

「講義で使用する書籍の情報提供」があります。
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※教科書共同購入担当の生協委員への説明は、合宿の際、オリターよりなされます。

■教科書共同購入　４月５日（木）〜

第２外国語の教科書は、生協委員がクラス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行程を取り仕切っていただくこ

とになります（別紙参照）。教科書の受け取りは授業初回の直前の休み時間です。教科書の受け取りを忘

れると、授業に支障をきたしますので注意が必要です。

講義使用書籍は生協書籍部で販売しますが、教官からの情報が不十分なため、教科書の入荷が遅れる講

義が例年複数見受けられます。したがって、生協委員の皆さんには率先して講義で指定される書籍の情報

提供をしていただきたく思います。

■生協委員登録

選出された委員は以下のアドレスに、例にならってメールを送信してください（下のＱＲコードをご利

用ください）。

送信先：　seikyouiin2018@gmail.com（専用メールアドレス）

件　名：　理科２・３類10組　生協	太郎　																										

本　文：　生協委員　　　　　　　　　

ご記入いただいた個人情報は、ご本人との連絡、生協からのご案内に利用させていただきます。

■生協委員ガイダンス

下記日程で、生協委員ガイダンスを開催し、生協委員の皆さんに生協委員の活動について説明させてい

ただきますので、いずれかの日程に必ずご参加ください。

●日時

４月５日（木）・６日（金）18：45〜（両日ともに）

※できるだけ理科生は５日、文科生は６日のガイダンスへ出席してください。　

●会場

駒場コミュニケーションプラザ南館　食堂3階　交流ラウンジ

■総代について

クラス代表の方の中から何人か、任期１年の「総代」という役職に立候補していただきます。総代とは、

生協の組合員から選ばれる代表のことです。年に１度５月に本郷で開かれる「総代会」に出席し、その年

の生協の運営方針などを検討します。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
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なります。

なお、クラス代表や生協委員でなくても、東大生協の組合員であれば総代に立候補することができます。

クラス代表の方は生協委員ガイダンス当日に、必ず印鑑を持参してください。　

詳細は生協委員ガイダンスにて説明させていただきます。当日は必ず参加するようにしてください。

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、

クラス活動の支援のため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）の援助額を設け、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

プなどを用意しておりますので、詳しい援助内容については皆さんに発行される連絡委員証や学友会の

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 1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、まずこの集まりに出席し、「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。

日程については、メールや電話などにてお知らせ致します。

2つ目の仕事は、半年に 1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などを行います（評議員をはじ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御座いますので、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。
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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、窓口業務など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。

五月祭・駒場祭連絡係

募集人数：各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・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、それぞれ開催されます。今年は、五月祭が5月 19日（土）・20日（日）

の2日間、駒場祭が11月 23日（金・祝）〜	25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、10万人以上の来場者の方が訪れる全国屈指の
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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運営を行っており、

企画もほぼすべて学生の手によってつくられています。

2.	五月祭・駒場祭連絡係とは

五月祭・駒場祭では、各種サークルだけでなく多くのクラスも企画を出展します。その際に、クラスの

代表として五月祭常任委員会・駒場祭委員会からの連絡を伝えたり、様々な登録を行ったりすることで、

クラスの中心として企画を運営していくのが五月祭・駒場祭連絡係の仕事です。

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、クラス単位で模擬店等を出す

ことによって参加することができます。クラスの親睦を深めるきっかけになるので、毎年ほぼすべての

クラスが参加しています。したがって、五月祭連絡係の最初の仕事は、4月 5日（木）	19時 00分から

駒場キャンパス1号館にて行われる「新入生向け参加説明会」への出席になるでしょう。

また、クラスの仲も深まった秋に行われる駒場祭では、駒場祭連絡係の最初の仕事は 6月下旬または

7月上旬に行われる「参加説明会」となります。

これらの説明会では、各種手続きの方法や今後のスケジュール等についてご案内します。

五月祭・駒場祭当日まで各委員会がサポートを行いますので、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に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

今年の五月祭に参加するためには、上述の通り「新入生向け参加説明会」に出席して必要な手続を行っ

てください。

※新入生のクラス以外の企画はすでに場所の割り振りが済んでおり、現在は新入生のクラス数分の枠の

みを残してある状態です。そのため、今からクラス以外の有志で今年の五月祭に参加することはできま

せん。ご了承ください。

また、駒場祭への参加も上述の通り「参加説明会」への出席をお願いします。正式な日程については続

報をお待ちください。駒場祭では新入生のクラスやサークル等の区別なく場所や時間の割り振りを行い

ます。そのため、クラス以外の有志での参加を希望する際は参加説明会への参加をお願いします。

五月祭・駒場祭に関してわからないことがありましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

また、ウェブサイト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：駒場キャンパス	キャンパスプラザA棟 103号室
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E-mail：contact@gogatsusai.jp	

Tel：03-5684-4594

ウェブサイト：https://gogatsusai.jp/committee/

駒場祭委員会

委員会室：駒場キャンパス	キャンパスプラザA棟 103号室

E-mail：committee@komabasai.net

Tel：03-5454-4349

ウェブサイト：https://www.komabasai.net/68/visitor/

運動会連絡委員

募集人数：各クラス１名

募集団体：一般財団法人東京大学運動会

<仕事内容>

運動会のサービスが円滑に提供されるようにするため、更にはより良いサービスをつくるための、お手

伝いをお願いします。具体的には、以下が主な仕事です。

・東京大学運動会の主催するイベントに関連する案内について、運動会からの連絡をクラスに伝達する。

・特に、駒場運動会に関してはクラス内のとりまとめを行う。

・東京大学運動会がサービス向上のために実施するアンケート等のお願いを、クラスに伝達する。

・年に数回開催される運動会連絡委員総会に出席する。

（☆上クラの方へ、今年度より従来の運動会連絡委員と業務内容に変更点があるので、ご注意願います。

詳しくは、オリ合宿の際に新入生の運動会連絡委員に渡して頂く紙を参照ください。）

以下からが詳細な説明となります。

◎一般財団法人東京大学運動会とは

・学内におけるスポーツの普及とスポーツ水準の向上を図ること

・心身共に健康な生活を送るサポートをし、学生の人間的成長に資すること

をめざすために、学生・教職員を対象に、運動の機会提供や健康増進の機会の支援、助成を行う法人です。

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。

◎運動会の活動内容

具体的な活動としては、講習会など様々なイベントの実施、スポーツ用具の貸し出し、検見川総合運動場・

スポーティア（宿泊施設）・本郷キャンパスの体育施設の運営、東京大学運動会運動部の活動支援などを行っ

ています。

運動会の実施しているイベントの例としては以下のようなものがあげられます。
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◆スポーツ大会

・駒場運動会

・総長杯大会（サッカー、野球、ボートなど）

―	サークルや研究室単位で参加する方の多いイベントです。　など

◆食生活応援イベント

・料理教室　　など

◆スポーツ体験講習会

・スケート講習会

・馬術講習会　　など

◆スポーツ観戦ツアー

保健体育寮とは東京大学が保有、運動会が運営する（注）宿泊施設で、学生は 3食付きで 1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、正課授業や学会などでも利用されます。

（注）正確には、乗鞍寮は東京大学ではなく運動会の保有であり、山中寮の運営は運動会ではなく（株）

アブルボアが行っています。

◎運動会連絡員について

運動会連絡委員は、東京大学の学生全体が運動や健康増進の機会を持つことを促進するために設置され

ました。具体的な仕事は主に以下の通りです。

・東京大学運動会の主催するイベントに関連する案内について、運動会から情報を受け取り、クラス内

で告知を行う。

・4月に開催される駒場運動会に関連して、主催者である東京大学運動会と連絡を取りつつ、クラス内

のとりまとめを行う。（形式については運動会から連絡します。）

・東京大学運動会がサービス向上のために実施するアンケートなど

のお願いを、クラスに伝達する。

・運動会の運営改善のために年に数回開催される開催される総会に参加する。

駒場運動会とは運動会が主催するイベントの 1つで、4月に、文字通り駒場キャンパスにて、新入生

に向けて開催されるスポーツ大会です。例年多くの新入生が参加し、様々な競技が開催され豪華な景品

もあります。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する立場となることから、責任をもってクラス内に伝達して頂ける方にお願

いしたい委員です。

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

すのでメールなどの連絡を見落とさないよう注意して下さい。
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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

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の窓口となり、クラスオリエンテーションを運営してい

ただきます。具体的には、2019年度におけるオリ合宿・プレオリなどの企画・運営、それに伴うオリター

連絡会議への参加が主な仕事です。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、委員会ウェブサイトからの新入生ク

ラス委員登録は必ず行ってください。

5. 危険な勧誘行為

5-1. 新歓活動における注意

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。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には危険な勧誘行為を絶対に行わないと同時に、新入生の立場にも十分な配慮をし

ていただくようお願いします。

5-2. 危険な勧誘行為の類型

5-2-1. 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。
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5-2-2. 金品の授受

新歓活動における金銭の授受、契約は禁止です。

　また、新歓期のビンゴ大会や無料あるいは割引のコンパなどは、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得るため例年実施されてきた新歓活動です。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。このような新歓活動を行う際には新入生への十分な配慮をお願いします。

5-2-3.	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。節度ある勧誘活動をしてください。

5-2-4. 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

取り囲むこともやめてください。

5-2-5. 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い。

5-2-6. 権威の暗示

有名な人物や団体との関係性を利用して自団体を誇示しないでください。新入生が冷静な判断を下せな

くなる可能性があります。

5-2-7. 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。

5-2-8.	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。

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。

5-3. 過去の事例
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
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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、問題となっ

ています。また、通常の団体が勧誘活動に熱心になるあまり危険な勧誘行為を行ってしまうこともありま

した。同様の事態に陥らないよう、十分に注意してください。

6. 委員会との連絡手段

6-1.	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」から問い

合わせを行ってください。「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、「新規問い合わせ送信」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。

6-2.	電子メール

ユーザー登録以前に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フォームが利用

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。

6-3.	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

ことをおすすめいたします。

電話

電話番号：03-5454-6983

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

Webサイト

アドレス；https://www.a103.net/ori/2018/visitor/

2018 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おります。また、新入生向けページも用意しております。

ウェブシステム

アドレス：https://www.a103.net/ori/2018/system/

2018年度東京大学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。委員会Webサイトにリンクがあります。
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