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学生自治会は、『学生と共に学生生活をよりよくする』ことを目的に活動しており、学生自治会
の活動は学生皆さんの意見・要望を基に行っています。そのため、より充実した活動を行うには、
より多くの学生の意見が反映されている必要があります。そこで、皆さんに学生自治会の活動につ
いて知ってもらい、一緒に活動について考え、意見を発してもらうために 6 月 18 日(木)に、2009
年度前期自治委員会総会を開催しました。
2009 年度前期自治委員会総会では、主に以下のことを行いました。
決議案提議

・・・ 2008年度後期自治委員会総会から半年間の学生自治会の
活動報告と、これから半年間の活動方針を示した決議案の提

P

議を行いました。(詳しくは P.4)

決算報告・予算案提議 ・・・ これまで一年間自治会費をどのように使ったのか、決算を報
告し、これから一年間自治会費をどのように使っていくかを
示した予算案の提議を行いました。(詳しくは P.10)
採決
役員選挙

・・・ 決議案、予算案に対する是非を問う採決を行いました。
・・・ 活動を行う上で中心となる中央執行委員（詳しくは P.3）の
選挙を行いました。

もくじ
この冊子には以下のことを掲載しています。前期自治委員会総会に参加した方も参
加していない方も、この冊子を通じて学生自治会の行っている活動をより詳しく知り、
活動について考え、どんどん意見を発してください！ 皆さん一人一人が声を挙げる
ことが、よりよい学生生活の実現に繋がります。

新委員長挨拶、2009 年度中央執行委員会役員
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6月18日（木）に開催した2009年度前期自治委員会総会にて、新しく委員
長に就任しました、工学部電子物理工学科2回生の田村守です。
これまで大阪府は、戦略本部会議などの会議にて、今後の大阪府立大学
のあり方について議論してきました。橋下府知事は公立大学に税金を用い
ることに対して否定的です。そのため、これから大阪府立大学がどのよう
になっていくか予想はつきません。このような情勢下だからこそ、私たち
学生は大学の一構成員としての、そして大学の自治を担う学生の一人とし
ての自覚を、今まで以上に持つべきではないでしょうか。
学生一人一人の力は小さいかもしれません。しかし、学生が全員で意見
を発していくことで大きな力が生まれます。学生自治会ではみなさんが意
見を発することを願っています。意見を発し、共に大学自治を行い、より
よい学生生活の実現を目指しましょう。

委員長

田村 守

工学部電子物理工学科

2 回生

副委員長

尾上 裕隆

理学部物理科学科

2 回生

書記長

堀野 拓也

生命環境科学部植物バイオサイエンス
生命環境科学部植物バイオサイエンス学科
バイオサイエンス学科 2 回生

執行委員

開作 直樹

工学部知能情報工学科

友近 雄仁

生命環境科学部植物バイオサイエンス
生命環境科学部植物バイオサイエンス学科
バイオサイエンス学科 1 回生

北川 昌秀

理学部生物科学科

1 回生

大森 真慧

経済学部経営学科

1 回生

海瀬 匠弥

人間社会学部人間科学科
人間社会学部人間科学科

1 回生
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1 回生

ってなに？
2009年度前期自治委員会総会で中央執行委員会役員
選挙が行われたんだ！ ここではその中央執行委員会について
説明するよ♪

中央執行委員会とは
自治委員会総会で承認された決議（詳しくはP.4）に沿って短期間の活動方針を決める
機関であり、その活動を執行する機関です。
今年度は副委員長と書記次長の立候補が定数を満たさなかったため副委員長が２名か
ら1名になり、書記次長はいません。よって、今年度の中央執行委員会は委員長1名、副委
員長1名、書記長1名、執行委員若干名で構成されています。

中央執行委員会の役員とその役割
・委員長

… 学生自治会の代表であり、学生自治会をまとめています。また、
学生団体のまとめ役も務めており、学生団体間の連携を図る上
で中心となります。

・副委員長

… 委員長の補佐役です。委員長が職務を遂行できない事態が起
こった場合はその職務を代行します。

・書記長

… 学生自治会の会計や物品を管理しています。

・書記次長

… 書記長の補佐役です。書記長が職務を遂行できない事態が
起こった場合はその職務を代行します。

・執行委員

… 中央執行委員会の会議と学生自治会内の各学部の役員（クラ
ス役員）が行う会議を繋ぐ役割をしています。

今年度は、副委員長が減り、書記次長はいませんが、役員一人一人の意識を高めることによ
って今まで以上に充実した活動を目指していきます。しかし、充実した活動を行うには学生皆
さんの声が必要です！ 学生生活の中で思っていることがあれば、ささいなことでもどんどん意
見を発していきましょう！
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学生自治会は、6月18日（木）に行った2009年度前期自治委員会総会から半年間、承認され
た決議に沿って活動しています。決議とは、学生自治会のこれまで半年間の活動と、これから
半年間の活動を書いたものです。ここでは、主に決議「これからの活動」の内容を、補足説明
をつけて紹介します。

要望書交渉に関する活動
学生自治会は毎年、学生が日頃から抱いている要望を大学に伝え、その実現

要望書交渉 を目指す要望書交渉という活動を行っています。大学との交渉は、学生自治会
とは？ の作成する要望書が、後期自治委員会総会にて学生の総意であると認められ
た後に行います。
学生が日頃から抱いている要望を集めるために、要望アンケートを実施しま
す。より多くの学生から要望を集めることは活動の充実に繋がりますが、要望ア

要望
ンケートの回収枚数は年々減少しています。そこで、より多くの学生から要望を
アンケート

集められるように、要望アンケートの周知の徹底や、回答しやすいアンケートの

作成に努めていきます。
学生が抱く要望は様々で、切実なものも多数あります。しかし、中には学生の
身勝手なものが含まれていることも事実です。そこで学生の抱く要望の中から
要望書
の作成 真に実現すべき要望をまとめ、要望書という形で学生の総意として大学に伝え
ていきます。
また、学生自治会は、りんくうキャンパスの実情に沿った要望を多くの学生から集められるように、り
んくうキャンパス学生会（仮）(学生会…
学生会…P.5
P.5「りんくうキャンパス
りんくうキャンパス移転
キャンパス移転に
移転に関する活動
する活動」
活動」参照)
参照)と協力して活動を行ってい
きます。他にも、羽曳野キャンパスの学生は中百舌鳥キャンパス学生自治会の活動対象外ですが、授業
料や入学金に関する要望は全学的な問題なので、羽曳野キャンパス学生自治会と協力して、羽曳野キ
ャンパスでも要望アンケートを実施します。さらに、意見箱、ホームページに寄せられた要望も踏まえ、
要望書の作成を行います。

現在、
現在、要望アンケート
要望アンケートを
アンケートを実施中です
実施中です！
です！
一度、普段の学生生活を隅から隅まで思い返して、「あれを改善して
ほしい！」「こういうものが必要だ！」というものがありましたら是非
ご記入ください！
要望書交渉について詳しくは、P.20「THE 要望書交渉について」参照
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大阪府立大学のあり
大阪府立大学のあり方
のあり方に関する活動
する活動
大阪府知事は、6月10日（水）に大阪府立大学を視察に訪れた際に、複数の私立大学が大阪府立大学
の買収に意欲を示していることに言及しました。国公立大学の私立大学への売却は全国的に見ても前
例がありませんが、仮に売却された場合には、教育研究費が削減され、学生が悪影響を受けることが
考えられます。今後の大阪府立大学のあり方は、7月に予定されている戦略本部会議にて協議されま
す。
これまで学生自治会は、大阪府大学教職員組合と意見、情報交換を行ってき
ました。その結果、大阪府立大学の今後について、大学構成員である学生、教職

シンポジウム

員がともに考えることが必要と考え、8月10日（月）にシンポジウムを大阪府大
学教職員組合と共催で行います。このシンポジウムでは、7月に予定されている
戦略本部会議の内容に触れ、大学構成員としての学生の意識を高められるもの
にしていきます。

また、学生の問題意識を高め、意見を発することができるように、大阪府の動向に関する情報収集を
行い、冊子やポスターなどを通じて学生に発信していきます。
シンポジウムは予定通り8月10日に開催しました。7月の戦略本
部会議で、大阪府立大学について議論されなかったので、戦略本
部会議の内容を基にした討論はできませんでした。しかし、理事
長が大阪府立大学の現状説明を行い、これを基に話し合うこと
で、有意義なシンポジウムとなりました。

りんくうキャンパス
りんくうキャンパス移転
キャンパス移転に
移転に関する活動
する活動
学生自治会は今後も、りんくうキャンパスで学ぶ学生も対象として活動をしていきます。また、以前か
らりんくうキャンパスに設置している意見箱を通じて、りんくうキャンパスで学ぶ学生から、自治会活動
に対する意見を集めていきます。
また、学生自治会では、りんくうキャンパス学生会（仮）*への活動支援や、現状把握のために獣医学
科の学生との話し合いを行ってきました。今後も月に一度、学生会（仮）との話し合いを行い、学生会
（仮）の活動内容やその方法、学生自治会との協力について話し合っていきます。
*りんくうキャンパス学生会（仮）
りんくうキャンパスでのより充実した学生生活の実現のために、学生自
治会が設立を呼びかけました。まだ設立する段階には至っておりません
が、現在は獣医学科の有志の方が集まり、具体的にどのような団体にして
いくかを検討しています。
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情報宣伝・
情報宣伝・収集活動
自治会活動は、より良い学生生活を目指して学生全員で行うものです。学生が意見を発することで、
自治会活動はより充実し、より良い学生生活へと繋がります。しかし、要望アンケートの回収枚数や、意
見箱への投函数などの状況から、学生の学生自治会に対する関心は高いと言えません。そこで、学生
の学生自治会に対する関心を高めるために、既存の情報宣伝手段の工夫、改善を検討していきます。ま
た、新たな情報宣伝手段を模索していきます。
また、学生が日頃から抱く意見を学生自治会に発することができるように、C5棟（学術情報センタ
ー）図書館側入口付近と、B12棟（学生会館）1階のタダコピ横に意見箱を、学生自治会のホームページ
に掲示板を設置しています。寄せられた意見に対する回答は、意見箱付近に設置している掲示板や、学
生自治会のホームページにて掲載するとともに、『NASCA』でも発信していきます。

学生団体連絡会議
学生団体

学生団体連絡会議とは、学生自治会や文化部連合、体育会などの 11 の学生団

連絡会議 体で行っている会議です。学生団体間の意見、情報の交換や、単独の団体では
とは？ 解決の困難な問題に連携して対処するために、月に一度行っています。
今後も引き続き月に一度学生団体連絡会議を行っていきます。また、学生団体連絡会議の構成団体
は、今後も月に一度学生センターとの話し合いを行い、大学との意見、情報交換を行っていきます。有
益な情報が得られた場合、『NASCA』やポスターなどを通じて学生に発信していきます。
４月の学生団体連絡会議にて第 36 回七夕祭実行委員会が発足し、6 月 26 日（金）

七夕祭

の七夕祭に向けて活動しました。学生自治会でも、学生自治会室を実行委員会に活動
場所として提供する、実行委員会に自治会役員が参加するなどして協力していきま
す。
学生団体では、今年の入学式で新入生歓迎イベントとして、クラブ紹介を行いまし
た。このクラブ紹介が好評だったため、オープンキャンパスにてクラブ紹介を行うこ

クラブ紹介

とを大学から依頼されました。このことについて学生団体連絡会議で話し合い、学生
自治会、文化部連合、体育会が中心となって参加クラブや大学と調整を行い、実施に
向けて活動していきます。
七夕祭やクラブ紹介は予定通り行われ、多くの人が訪れる、
大変賑わうものとなりました！

6

立て看板管理局
B12 棟（学生会館）前や、モニュメント付近などに立てられる大きな看板のこと

立て看板 です。多くの学生団体やクラブ、サークルが立て看板を情報宣伝手段として利
とは？ 用しています。学生自治会や友好祭実行委員会、白鷺祭実行委員会の 3 団体で
立て看板管理局を設置し、立て看板の管理を行っています。
今後も立て看板管理局では、立て看板を貸し出す、強風時に立て看板を倒すなどして、立て看板が
安全に利用されるよう、管理、運用を行っていきます。また、大学祭のステージにて使用するステージ
バックも、引き続き管理、運用を行っていきます。
白鷺祭本祭典には、立て看板やステージバックの危険性を知らない人が多く訪れ

大学祭での ます。そのため立て看板管理局では、立て看板やステージバックの見回りを行う、周
見回り 囲をテープで封鎖し、立ち入ることができないようにするなどして、立て看板やステ
ージバックの安全な管理、運用に努めていきます。

風が強い時は倒しておくか、倉庫
にしまっています。万が一倒れると
非常に危険なので、むやみに近づか
ないでね。
ちなみに、ステージの後ろに立て
られる大きな立て看板はステージ
バックと言って、これも立て看板管

大型 PA 再購入実行委員会
PA とは PublicAddress(大衆告知)の略で、学生団体ではスピーカーやアンプ
などの大型音響機器のことを、大型 PA と呼んでいます。大型 PA は非常に高価
大型 PA
とは？ なので、大型 PA 再購入実行委員会で購入費用を積み立てています。次回の再
購入は第 3 期目であり、２０１０年度に予定しています。
今後も大型 PA 再購入実行委員会は月に一度定例会を開き、機器の現状を確認する、再購入する機
器を選定するなどして、滞りなく第 3 期再購入が行えるようにしていきます。
なお、第 3 期再購入までに、大型 PA が故障または消耗し、修理や再購入せざるをえない状況に陥るこ
とが考えられます。その場合は、大型 PA 再購入実行委員会の積立金を使用する、もしくは後援会に援
助を求めるなど、柔軟かつ迅速に対応していきます。
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ステージ管理委員会
ステージ管理委員会
中百舌鳥キャンパスでは、昼休憩時や大学祭の際にクラブ、サークルなどのステージを使った学生の
課外活動は大変活発であり、ステージは大学内の課外活動の発表の場として非常に有効です。ステー
ジの管理、運用は友好祭実行委員会と白鷺祭実行委員会が行っていますが、ステージの老朽化が進ん
でいます。現在は傷んだ天板を交換することで対応していますが、今後ステージを新たに購入する必
要があると考えられます。
また、無断でステージに上がる学生がおり、日頃から正しい管理を行っていく必要があります。そこ
で、学生自治会、友好祭実行委員会、白鷺祭実行委員会はステージ管理委員会を設置し、ステージの補
修、再購入やクラブ、サークルなどが安全に使用できるようステージの管理、運用を行っていきます。
ステージ管理委員会では、現在最も老朽化が進んでいるステージに合わせ、平成 22 年度にステージ
の購入が行えるように積み立てを行うと共に、購入するステージの選定を行っていきます。

工学部教員紹介冊子
現在学生自治会は工学部教員紹介冊子を作成しています。引き続きアンケート用紙の回収と紹介冊
子の作成を行い、研究室配属前の 1 回生から 3 回生を対象に配布していきます。また、学生から紹介冊
子に対する意見、感想を集めるために、感想用紙を併せて配布します。集めた意見、感想は今後の自治
会活動の参考にしていきます。

人間社会学部新聞
ジンシャーズ

学生自治会は人間社会学部新聞『人社’s！』を作成し、様々な情報を掲載してきました。今後も就職
活動に関する情報や資格科目の時間割表など、人間社会学部の学生にとって有益な情報を掲載して
いきます。
人間社会学部では、就職活動と並行して教員採用試験や国家試験の勉強を行う学
生が多くいます。そのため人間社会学部の学生は、就職活動について不安を抱いて
いると考えます。しかし、前回掲載した情報は卒業生の就職先のみであり、就職活動

インタビュー

の実情を知るには情報が十分ではありませんでした。そこで今後は、就職活動を終え
た学生の実体験について詳しい情報を集めるために、人間社会学部の学生にインタ
ビューを実施します。具体的には、就職活動と勉強の両立や就職活動で大変だったこ
と、後輩へのアドバイスなどのインタビューを行い、人間社会学部新聞に掲載していき
ます。
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学生自治会は「学生生活をより
学生生活をより良
をより良くする」
くする」ことを
目的に活動しています。そのために、大学に学生の意見
を伝える活動や、大阪府立大学のあり方について考える
シンポジウムなどをはじめ、ここで紹介した様々な活動
を行っています。
＊

＊

＊

要望書交渉やシンポジウムといった自治会活動は、み

なさんの参加
なさんの参加があって
参加があって初
があって初めて成
めて成り立ちます。
ちます。シン
ポジウムは既に開催しましたが、要望書交渉に関する活
動の一環として現在要望アンケート
要望アンケートを
アンケートを実施していま
す。これまで自治会活動に興味がなかった人も、ぜひこ
の機会にご参加ください。
＊

＊

＊

また学生自治会はみなさんの意見があって初めて活動
できます。学生自治会の活動に対して何か意見などあり
ましたら、意見箱に投函していただくか、ホームページ
の掲示板やメールを利用する、または学生自治会室まで
お越しいただき直接役員に伝えるなどして頂ければ幸い
です。

決議の全文はホームページでも見ることができます。
ホームページURL: http://ziren.hp.infoseek.co.jp/
自治会活動＞2009年度前期自治委員会総会決議
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学生自治会は、より良い学生生活を目指して様々な活動を行っています。その活動の際にかかる
経費は主に自治会費から出ています。学生自治会は学生の皆さんからお預かりした自治会費を用い
て活動している以上、これまで自治会費をどのように使ったかを学生全員に報告し、またこれから
自治会費をどのように使えばより良い学生生活へと繋がるかを学生全員で考えていく必要がある
と考えます。そのため、自治委員会総会や冊子などを通じて、学生の皆さんに、学生自治会の会計
について知ってもらい、共に考えていくことに努めています。
ここでは、前期自治委員会総会で行った決算報告、予算案提議などを説明します。この記事を読
んで、ぜひ学生自治会の会計により詳しくなって下さい。そして、学生自治会の会計について共に
考えていきましょう。

決算報告ではこれまで 1 年間、自治会費をどのように使ったかを報告し、自治会費が学生生活を
より良くするために使われたことを学生に確認していただきました。予算案提議ではこれから 1 年
間の自治会費の使い道を提議しました。また、学生が質問・意見を発し、担当者が返答する時間を
設けることで、学生が抱いた疑問の解消に努めました。その後、予算案についての採決を行い、予
算案が学生生活をより良くするために組まれているかどうかの判断を学生に示していただきまし
た。その結果、予算案は承認され学生自治会の予算となりました。学生自治会はこれから 1 年間こ
の予算に沿って、お預かりした自治会費を運用し、活動していきます。

以下では、2009 年度前期自治委員会総会で参加者に配布した 2008 年度決算報告書と 2009 年度
予算案の収支項目について説明します。
ここでは、できる限りの説明を載せていますが、冊子上だけではどうしても伝えきれない事柄も
あり誤解を招く恐れがあります。そのため、予算額・執行額などの具体的な数字は掲載せず、項目
に関する説明のみを掲載しています。決算・予算の金額を知りたい方や、この記事を読んで疑問・
不明な点等ある方は B12 棟（学生会館）2 階の学生自治会室にお越し下さい。資料をお見せしなが
ら、担当者が詳しく説明します。
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○自治会費
入学時に皆さんから学生自治会への加盟費として、年 1,750 円を 4 年分（獣医学科は 6 年分）
一括してお預かりしたものです。

○利息収入
自治会費を銀行に預け入れた際の利息です。

○印刷収入
学生自治会室にあるコピー機の私的利用、および学生自治会以外の団体が印刷機を利用した
際の使用料です。その印刷の際に消費されるインク・トナー・マスターの費用を利用者から徴
収しています。

○OA 機器購入費
パソコンの部品などの購入に際して、毎年必要に応じて積み立てている「OA 機器購入費」か
ら購入に必要な費用を収入に充てています。

○繰越金
前年度からの繰越金です。

執行費

学生自治会が行事を行う際にかかる費用です。以下の 2 項目に充てられます。

○中百舌鳥キャンパス学生自治会行事主催費
学生自治会主催の行事にかかる費用です。昨年度は立て看板の修理・新造や生命環境科学部
自主入学式に使われました。

○クラスオリエンテーション費
クラスオリエンテーションの際に、新入生に配ったパンとジュースの購入費用です。
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援助金
学生団体への援助金です。各学生団体における活動が「学生生活をより良くすることに繋がって
いる。さらに、各学生団体が活動を行っていくためには学生自治会が行う様々な援助の他に、援助
金という形で金銭面の協力も必要である」と判断した場合に、援助金を渡しています。援助額は各
団体の担当者らと協議し、必要とされた額を援助しています。なお、協議の際に援助している団体
の会計を監査し、目的に沿って援助金が使われているか確認しています。

2008 年度決算の項目

2009 年度予算の項目

○第 60 回白鷺祭援助金

○第 61 回白鷺祭援助金

○第４７回友好祭援助金

○第４８回友好祭援助金（※３）

○文化部連合援助金

○文化部連合援助金

○第 35 回七夕祭援助金

○第 36 回七夕祭援助金

○大阪府立大学人間社会学部

○大阪府立大学人間社会学部

社会福祉学科学生自治会援助金

社会福祉学科学生自治会援助金

○2008 年度スキーツアー援助金（※１）

○S.T.A.F.-1 援助金

○S.T.A.F.-1 援助金

○S.T.A.F.-1 援助分担金合計（※２）

○S.T.A.F.-1 援助分担金合計（※２）

○第 28 回全学新歓実行委員会援助金

○第 27 回全学新歓実行委員会援助金

※１： 予算には 2009 年度スキーツアー援助金がありません。これは、スキーツアー実行委員会の
援助団体である体育会から 2009 年度スキーツアーへの援助がなくなり、企画自体が行われ
ないこととなったためです。
※２： 学生自治会、白鷺祭実行委員会、友好祭実行委員会、文化部連合は S.T.A.F.-1 への援助を
行っています。
“学生自治会が援助している団体が別団体に援助する”という形になるので、
便宜上、学生自治会が上記 3 団体から S.T.A.F.-1 への援助金をまとめて「S.T.A.F.-1 援助
分担金合計」という形で S.T.A.F.-1 に渡しています。
※３： 第４８回友好祭は新型インフルエンザウイルスの感染拡大を防ぐために中止されました。
しかし、中止の決定が本祭典直前になされたため、本祭典の準備に経費がかかっています。
そのため学生自治会は、友好祭実行委員会が今後も活動を行えるように、予算に援助金を
組み入れました。また、協議した時点では、友好祭実行委員会は会計年度の途中であり、
本祭典中止による影響がはっきりとしていなかったため、援助額は昨年度と同額としまし
た。来年度の友好祭実行委員会への援助額は、予算編成時に第４８回友好祭の中止による
影響も考慮し、調整します。
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書記局費

学生自治会の事務的費用です。以下の 9 項目に充てられます。

○事務経費
自治会活動に用いられる模造紙、のり、ホッチキスの針など、事務用品の購入に充てられます。
書記局費の以下の項目に当てはまらない振込手数料などの諸費用もこの事務経費に計上されます。

○OA 機器購入費
学生自治会が所有しているパソコンの部品に関する購入費です。昨年度は 2010 年度に予定し
ている学生自治会室の 3 台のパソコンの総入れ替えに先立ち、それらのディスプレイを買い換
えました。

○OA 機器諸経費
学生自治会が所有しているパソコンの周辺機器に関する購入費です。プリンタ用トナーの購
入費用やセキュリティソフトの更新費用などに充てます。

○備品
机やロッカーなど学生自治会室の備品の購入費です。昨年度はホワイトボードを購入しました。

○印刷用紙
コピー機・リソグラフでの印刷の際に使う印刷用紙です。『NASCA』や要望アンケート用紙
等に使用されます。

○コピー・印刷機等維持費
コピー機のトナー代や、リソグラフのインク代、リソグラフのマスター代、保守経費をここ
から支出しています。

○新聞・書籍購入費
新聞・書籍の購入費です。学生自治会は情報収集のために新聞を購読し、内容に応じて保存
しています。また昨年度は書籍の購入を行わなかったため、全額を新聞の購入費として支出し
ました。

○通信費
インターネット接続料金と電話料金です。学生自治会が所有しているパソコンは、ホームペ
ージ管理や E メールの使用などの自治会活動のためにインターネットに接続しています。

○研修費
研修にかかる費用です。昨年度は情報収集のため全日本学生自治会総連合主催の行事に参加
した際の交通費・宿泊費や、羽曳野キャンパスやりんくうキャンパスへ赴いた際の交通費とし
て支出しました。
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積立金

以下の 3 項目に充てられます。

○大型 PA 再購入実行委員会積立金
大型 PA 再購入実行委員会における、学生自治会の負担分の積立金です。この委員会は、大型
PA と呼ばれる音響機器の再購入を行うために活動を行っています(P.7 大型 PA 再購入実行委員
会参照）。

○次期コピー機・印刷機購入費
学生自治会室のコピー機・印刷機再購入のための費用の積立金です。
○ステージ管理委員会積立金
ステージ管理委員会における、学生自治会の負担分の積立金です。ステージ管理委員会は、
ステージを管理・運用するための委員会です(P.8 ステージ管理委員会参照)。学生自治会と友好
祭実行委員会、白鷺祭実行委員会が共に委員会を設置し、平成 22 年度のステージ購入を目指し
て、上記 3 学生団体で積み立てを行うこととなりました。
また、ステージ管理委員会は今年度発足予定のため決算にこの項目はなく、予算にのみあります。

その他
その他

以下の 1 項目です。

○来期繰越金
次年度への繰越金です。収入総計から、来期繰越金を除く支出の部の各項目の金額を引いた
額となります。

前期自治委員会総会で報告した決算は、前年度の前期自治委員会総会で選出された会計監査委員
会によって監査されています。会計監査委員会は明細書・領収書などに目を通し、会計に誤りや不
正、不明瞭な点がないかを監査し、その後、前期自治委員会総会にて会計監査報告を行います。
会計監査委員が監査、報告することで、学生自治会の会計が公正であることを学生に示しています。

前述のとおり、冊子上だけでは学生自治会の会計について全てを伝えることはできません。会計
の詳細を知りたい方や、この記事を読んで疑問・不明な点や意見などある方はぜひ B12 棟（学生
会館）2 階の学生自治会室にお越し下さい。
自治会費をどのように運用するかは学生全員で考えて決めるものです。学生自治会の会計につい
てぜひ意見を発して下さい。より良い学生生活を目指して、自治会費のより良い使い道を共に考え
ていきましょう。
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2009年度前期自治委員会総会では、参加者の皆さんに感想文用紙を配布し、記入していただきま
した。ここでは、その感想文用紙に寄せられた意見・質問に対する学生自治会の回答を掲載します。
①大阪府の
大阪府の財政再建に
財政再建に関する活動
する活動＆
活動＆大阪府のあり
大阪府のあり方
のあり方に関する活動
する活動 に対する意見
する意見・
意見・質問
意見・
意見・質問
大阪府立大学への運営交付金が廃止されれば、生徒にどのような影響があるのか、知り
たいです。
学生自治会の
学生自治会の回答
現在、大阪府から大阪府立大学に支給されている運営費交付金の金額は108憶円です。
この運営費交付金が廃止された場合、その埋め合わせのために学費が増額されることや、
教職員の人件費削減による教育の質の低下、施設設備など学習環境の悪化などが懸念され
ます。
意見・
意見・質問
「大阪府立大学への運営費交付金の維持を求める学生署名」の回収方法について、専門
基礎科目（選択）の前後の休み時間に記入・回収という方法で、全学生に署名を呼びかけ
たことになるのでしょうか。
学生自治会の
学生自治会の回答
署名活動は、授業のあるコマの前後の休み時間や、授業に差支えが無い時は授業時間を
頂いて実施しました。この際、できるだけ必修科目の前後に実施するようにしました。必
修科目の前後で実施できない場合は、出来るだけ多くの人が履修していそうな選択科目
の、前後の休み時間を利用して実施しました。また、研究室や文化部・体育会の部室を伺
って署名を呼びかけました。これらの方法で、全学生に署名を呼び掛けられている保証は
ありませんが、より効果的な方法がないか今後も模索していきます。
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意見・
意見・質問（
質問（２名の方から）
から）
・橋本大阪府知事に投書したりすることはあるのですか。
・大阪府立大学のあり方に関して、大阪府知事への直接交渉、また大阪府議会への要望陳
述などといった事を府に申し込んでみたりといった、大胆な行動を行っていくべきだと思
うのですが、そのような行動予定は今のところ無いのですか？
学生自治会の
学生自治会の回答
今後は、大阪府の情勢を調べ、学生に情報を発信していくつもりです。その上で学生の
意見を集め、そのような活動を行うか検討していきます。
意見・
意見・質問（
質問（２名の方から）
から）
複数の私立大学が大阪府立大学の買収に意欲を示していることを、府知事が明言したこ
とについて、私達学生への影響は具体的に知ることができますか。
万が一、私大などに売り払われた場合、授業料はふえるのか。
学生自治会の
学生自治会の回答
今のところ学生への影響といった具体的なことは何も発表されていません。また、公立
大学が私立大学に買収された前例がなく、大阪府立大学が私学に買収された場合、学生に
どのような影響があるのかということについて、確かなことは何も言えません。しかし、
現在考えられる影響として、学費の増額や、教員1人あたりの学生数が増えるといったこ
とが挙げられます。
②自治委員会総会の
自治委員会総会の進行方法に
進行方法に対する意見
する意見・
意見・質問
意見・
意見・質問
採決のところ。これまでは保留・反対・不承認の場合は理由をその場で述べていた気が
するのですが（勘違いだったらスミマセン）今年はなぜ方法を変えたのでしょう？
学生自治会の
学生自治会の回答
2007 年前期自治委員会総会ではその場で理由を述べていただいていましたが、その場で
理由を述べることを敬遠し、賛成にまわる人がいるのではないかという意見が寄せられま
した。これを受け、学生自治会で検討し、保留・反対・不承認を示した理由を感想文用紙
に記入してもらうことにしました。
意見・
意見・質問
質疑応答の際に学部・学科（名前）を述べる必要がありますか？
学生自治会の
学生自治会の回答
自治委員会総会には学科の代表として出席していただており、発言に責任を持ってもら
③うことと、意見の内容によっては学科などが関係すること、そして名前が分かっていると
学生自治会の
活動に
する意見
意見・
学生自治会
の活動
に関する
意見
・質問
議事がスムーズに進行することなどの理由から、学部・学科・氏名を述べてもらっていま
す。
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意見・
意見・質問（
質問（２名の方から）
から）
・工・生環・人社は活動を示しているが、なぜ経済・理は活動がのっていないのですか。
・工、生環、人社に対しては自治会から色々しているけれど、ほかの学部に対してはやら
ないのですか？
学生自治会の
学生自治会の回答
学生自治会では、それぞれの学部がかかえる問題や学生から寄せられた意見などをもと
に、それぞれの学部の役員とともに検討しています。その際、過去の活動や現状を考慮し
た結果、2009年度前期自治委員会総会にて、工学部・生命環境科学部・人間社会学部の活
動を提議しました。
意見・
意見・質問（
質問（2名の方から）
から）
・目的から、生還のみで行う意義が見えない。他の学部・学科では行わない理由はなんで
すか？
・自主入学式は生命環境科学部だけなのですか？他学部はやらないのですか？
学生自治会の
学生自治会の回答
他の学部では過去の活動や現状から、このような活動を行う必要はなく、行っても有意
義な活動にならないと考えました。また、生命環境科学部では、これまで自主入学式を行
ってきた中で、毎回その目的を達成できており、有意義な活動となっているので行うべき
だと考えました。
意見・
意見・質問
学部の新聞や紹介冊子はどこでもらえるんでしょうか…
学生自治会の
学生自治会の回答
このような配布物は基本的に、必修科目の前後の休み時間を利用して配布したり、研究
室を伺って配布したりしていますが、発行済みの配布物をもらいそびれた場合は、お手数
ですがB12棟(学生会館)2階学生自治会室までお越しください。また、工学部教員紹介冊子
はまだ発行していません。
意見・
意見・質問
『これまでに再購入した大型PAは、S.T.A.F.-1が代表して所有し、管理・運用を行って
いる』とあるけれど、その大型PA機器を他団体（特に友好祭や白鷺祭）が使用することは
できないんですか？ 現状ではS.T.A.F.-1側は「貸し出さないし、触らせない」という態
度に見られるんですが…
学生自治会の
学生自治会の回答
S.T.A.F.-1のホームページを確認したところ、機材の貸し出しを行っているようです。
詳細はS.T.A.F.-1に直接ご確認ください。
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④その他
その他の意見・
意見・質問
意見・
意見・質問
自治会費などの費用について、入学手続き時に、お金を持っておらず払えないというこ
とがあるので、どうにかならないでしょうか。
学生自治会の
学生自治会の回答
自治会費の徴収は入学手続き時以外にも、カリキュラムオリエンテーション時に会場前
にブースを出しています。また、学生自治会室までお越しくだされば、自治会費をお支払
いいただけます。
意見・
意見・質問
獣医学科1回生は、後期の金曜日はりんくうキャンパスで必修科目を受講することにな
っているのですが、なかもずキャンパス付近に住む学生に対して、なかもず－りんくう間
のバス又は若干の交通費支給などが出ることはないのですか。自治会がりんくうへの移動
費用を支出しているのなら、受講しに行く学生に対しても予算を支給するのは可能ではな
いでしょうか。
学生自治会の
学生自治会の回答
2008年度に要望書交渉にて「中百舌鳥キャンパスとりんくうキャンパスとの往来にかか
る学生の負担を軽減すること。
」を大学に要望したところ、獣医学科1回生がりんくうキャ
ンパスで開講する授業を受講するためにかかる交通費負担を軽減するために、大学で交通
費の半分を助成し、後援会に入会している人は、後援会からもう半分の助成があるそうで
す。詳しいことはA3棟学生サポート室まで問い合わせてください。また、学生自治会で受
講しに行く学生の交通費を支給することは考えていません。
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意見・
意見・質問
（要望書回答でチラッとでた）学内無線LANのアカウント申請をしたいと思っているの
ですが、申請条件、申請方法またその無線LANの環境等分かる範囲であればよろしくお願
いします。
学生自治会の
学生自治会の回答
学務課の方に聞いてみたところ、課外活動用に申請することはできず、研究用になら、
研究室の教員を通じて申請することができるそうです。
[2009 年度予算の項目
○第 61 回白鷺祭援助金
○第４８回友好祭援助金（※３）
○文化部連合援助金
○第 36 回七夕祭援助金
○大阪府立大学人間社会学部
社会福祉学科学生自治会援助金
○S.T.A.F.-1 援助金
○S.T.A.F.-1 援助分担金合計（※２）
○第 28 回全学新歓実行委員会援助金
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Ｑ．要望書交渉
Ｑ．要望書交渉とは
要望書交渉とは？
とは？
⇒要望書を
要望書を用いて大学
いて大学と
大学と交渉を
交渉を行い、学生が
学生が大学生活を
大学生活を送る上で抱く要望の
要望の実現を
実現を目指
す活動です
活動です。
です。これまでの交渉
これまでの交渉の
交渉の結果、
結果、全講義室の
全講義室のクーラーの
クーラーの設置、
設置、オープンスペース・
オープンスペース・
サテライトホールの
サテライトホールの利用時間延長、
利用時間延長、食堂の
食堂の改修・
改修・増築の
増築の決定などが
決定などが実現
などが実現しました
実現しました。
しました。

Ｑ．要望書
Ｑ．要望書とは
要望書とは？
とは？
⇒学生自治会が
学生自治会が現在実施
現在実施している
実施している※要望アンケート
要望アンケートや
アンケートや、意見箱、
意見箱、HP の掲示板など
掲示板などに
などに寄せ
られた要望
られた要望をまとめたものです
要望をまとめたものです。
をまとめたものです。寄せられる要
せられる要望は、切実なものから
切実なものから学生
なものから学生の
学生の身勝手と
身勝手と
思われるものまで、
われるものまで、多岐に
多岐に渡ります。
ります。そこで学生自治会
そこで学生自治会は
学生自治会は、真に実現すべきと
実現すべきと思
すべきと思われ
る要望をまとめ
要望をまとめ、
をまとめ、要望書｢
要望書｢案｣を作成します
作成します。
します。そして、
そして、自治委員会総会の
自治委員会総会の場で要望書案
を学生の
学生の皆さんに示
さんに示し、この要望書
この要望書を
要望書を用いて全学生
いて全学生を
全学生を代表して
代表して大学
して大学と
大学と交渉しても
交渉しても良
しても良い
かを判断
かを判断していただきます
判断していただきます。
していただきます。承認されると
承認されると全学生
されると全学生の
全学生の総意である
総意である要望書
である要望書として
要望書として扱
として扱います。
います。

Ｑ．その
Ｑ．その意義
その意義とは
意義とは？
とは？
⇒学生自治会が
学生自治会が設置している
設置している意見箱
している意見箱や
意見箱や、大学が
大学が設置している
設置している学生提案箱
している学生提案箱(BOX21)
学生提案箱(BOX21)
じて、
日頃から
から各個人
各個人が
大学に
要望を
えることができます。
しかし、
を通じて
、日頃
から
各個人
が大学
に要望
を伝えることができます
。しかし
、そ
れはたくさんいる学生
れはたくさんいる学生の
学生の内の 1 人の声であり、
であり、他の学生はどのように
学生はどのように思
はどのように思ってい
るのか分
かりません。
そのため、
どの要望
要望を
実現させるべきか
させるべきか、
大学も
判断し
るのか
分かりません
。そのため
、どの
要望
を実現
させるべきか
、大学
も判断
し
かねます。
しかし、
要望書交渉では
では、
全学生の
総意である
である要望書
要望書を
いるため、
かねます
。しかし
、要望書交渉
では
、全学生
の総意
である
要望書
を用いるため
、
大学も
実現させるべき
させるべき要望
要望が
かり、
要望の
実現に
づきます。
大学
も実現
させるべき
要望
が分かり
、要望
の実現
に近づきます
。

～※要望アンケート実施のお知らせ～
上で述べた通り、学生自治会は現在、要望アンケート
要望アンケートを実施しています。
皆さん一人一人が声を挙げることで、要望が実現に近づきます！ 11 月下旬
まで実施していますので、ぜひお答え下さい。よろしくお願いします。
実施方法：講義前や各研究室に直接アンケート用紙を配布しに伺います。回収も講
義後や各研究室にて直接行います。また、構内各所に回収箱を設置してお
り、アンケート用紙を備え付けておりますので、そちらもご利用下さい。
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5 月 14 日（木）に、要望書公開回答が開催されました。この公開回答では、昨年度に学
生自治会が提出した要望書（P.4 要望書に関する活動参照）に対する、大学からの回答
と説明が行われました。ここでは、公開回答の感想文用紙に参加者の方から寄せられた
意見・質問に対する、大学からの回答を掲載します。また、要望書に対する大学からの回
答は学生自治会の HP（http://ziren.hp.infoseek.co.jp/）で見ることが出来ます。
なお、意見・質問および回答は、原文のまま記載しています。

意見･
意見･質問
・ 学費の増額をしないことを、要望したが、増額したならば、具体的に何に使われる
ようになったのか、高校生の受験金についても同様学生に還元がどのようになさ
れるのか明確にしていただきたい。
（工・応化 1 年）

・ 入学検定料については、入試に必要な経費がまかなえるよう改定するものです
が、今後、どの程度、どのように学生の皆さんに還元できるか検討してまいります。

大学からの
大学からの回答
からの回答

意見･
意見･質問
・ 学費を下げてほしい、サービスを良くしてほしい、で、折り合いがつかないので、
金を集める方法について別のものも考えられてはいかがでしょうか。
・ りんくうとの移動に関してですが、大学との公共交通機関が協定して、学生だけ
でなく、関わる人全てに利益がうまれる方法は無いのでしょうか。
（理・生物 1 年）

・ 自己財源充実の取り組みとして、21 年 3 月に府立大学基金を創設しました。
・ 残念ながら、現在のところこのような方法はありません。

大学からの
大学からの回答
からの回答
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意見･
意見･質問
①＊学費について聞く→授業料についてのみ回答、他は。
③回答の 10 行目に”あり得ません”との記述。これは実際に全員調べたのか、理論上
の話か。
⑤回答の交通費助成の範囲、公共交通機関のみか、バイク等のガソリン代もか等々
①入学検定料について、来年度入学者から、一律、3 万円となります。また、21 年度
から獣医学科生について負担金 18 万 5 千円を徴収しています。それ以外では現時
点で、改定の予定はありません。
③第一希望の初修外国語科目を履修できた学生は平成 20 年度は 92.2％ですが、
初修外国語科目で定員が満たされていないクラスが多数ありますので、「初修外国
語科目で全て希望したのに、どれも履修できなかった」ということは理論上はあり
得ませんということです。
⑤交通費の助成対象は、公共交通機関を利用した場合の交通費に限ります。

大学からの
大学からの回答
からの回答
※：①など丸の中に数字がある記号は要望書の項目番号を表しています。
（例） ①学費を増額しないこと。
③初修外国語科目の定員を拡張し、希望する学生全員が履修できるようにすること。
⑤中百舌鳥キャンパスとりんくうキャンパスとの往来にかかる学生の負担を軽減すること。
⑪食堂を改修し、昼休憩時の混雑を解消すること。

意見･
意見･質問
・ 研究室の経費が減る一方なのですが、下げ止まる見通しはあるのでしょうか？
（工・知能Ｍ2）

・ 法人としては、できる限り教育研究費に影響が出ないように努めて参ります。

大学からの
大学からの回答
からの回答

意見･
意見･質問
・ 予算が減って、影響がどう出るのかは、明確すべきではないでしょうか？
（工・電情Ｍ2）

・ 運営費交付金減額について、できる限り、教育研究費に影響が出ないように、歳
出削減やその他自己財源の確保に努めて参ります。

大学からの
大学からの回答
からの回答
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意見･
意見･質問
・ 1 回ちゅうせんにおちたら、2・3 回生でじゅこうできないじかんわりになっていな
いのか？理系は 2・3 回生でじゅぎょうがいっぱいあると思う。4 回生は卒業研究と
かあると思う。
・ 1 回抽選に落ちても、原則的には 2・3 回生で受講できますが、各学部の授業の時
間割との関係などによっては、重なってしまってとりにくい場合がある可能性はあ
ります。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
・ 今年情報教育システムの大きな変更があった件（WindowsXP→WindowsVISTA 等）
は我々情報系の学生にとってはとっても大きなことだと思います。できれば情報系
の学生により良い情報環境を提供していただければと思います。
（工・知能 2 年）

・ 情報教育システムの仕様は、仕様作成する委員会での検討に基づいて決定され
ました。Windows Vista の件についても検討がなされましたが、現在、一般に購入す
る PC であることなども踏まえて、最終的に Windows Vista に決定されました。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
・ 今年以降も次世代情報システムの構築に向けての全学アンケートを行うのか？
行うならアンケートを学外からでもできるようにしてほしい。（去年は学内だけだっ
たと思うので)
（工・電情 3 年）

・ 次世代情報システムへの意見については、これまでも学外からメールファックス
等でも受け付けしてきました。今後も意見募集等については多様な方法で学外から
も出来るようにします。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
・ 獣医学科の方への支援を期待しています。
（理・情数 2 年）

・ 中百舌鳥キャンパスで受けていた学生サービスは維持していきたいと考えており
ます。

大学からの回答
からの回答
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意見･
意見･質問
・ 中百舌鳥とりんくうの間の移動において、学生定期の発行は可能なのでしょう
か？もし、現時点で不可能であれば、それを可能にすることはできないのでしょう
か。定期のありかたについてくわしいわけではないのですが、もしできるなら、それ
が一番不正を少なくでき、かつ効率的ではないかと思うのですが。
（経・経営 1 年）

・ 通学定期は授業を受けることを前提に発行されるものであり、通常、中百舌鳥キ
ャンパスで授業を受ける学生が、りんくうキャンパスで受講する場合、その通学頻度
からみて通学定期の購入の必要性が求められます。
必要性が認められれば各電鉄会社と協議をいたします。クラブ活動を目的として
の通学定期の購入は認められておりません。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
・ 私は数理工ですが、獣医学科の授業も受けてみたいと思っています。
ですが、りんくうキャンパスと中百舌鳥キャンパスの間の距離が遠く、公共交通機関
の利用といっても、代金が高く、一般学生への助成がないのはきついです。考えて
もらえたらうれしいです。
（工・数理 1 年）

・ 助成対象者は、生命環境科学部獣医学科 1 年次学生及び生命環境科学部機能化
学科食品安全科学コースを受講する 3 年次学生で、りんくうキャンパスで開講する
科目を受講する学生です。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
・ キャンパスの完全禁煙は考えていないのですか？
・ 喫煙スペースを外でなく建物内に設け、外部と完全分煙はしないのですか？
（経・経済 1 年）

・ 現時点においては、キャンパスの全面禁煙を行なうと結果的にキャンパス外での
喫煙者が増加する恐れがあり、近隣住民に迷惑をかけることが想定されますので
考えておりません。
・ 建物内に喫煙室を設けた場合、相当な設備投資を行なわないと完全な分煙対策
が難しいことから、現時点においては、建物内に喫煙スペースを設置することは考
えておりません。

大学からの
大学からの回答
からの回答
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意見･
意見･質問
・ 喫煙マナーの啓発について

ポスターやパンフレット以外での啓発方法について

他に考えていることがあるかどうか。
（生・植物 1 年）

・ 喫煙マナーの啓発については、ポスター等による啓発に加え教職員向けの学内
ポータル上の電子掲示板による啓発も実施してまいりたいと考えております。

大学からの
大学からの回答
からの回答

意見･
意見･質問
・ 親が身体障害者なので、車イス・身体障害者の学内移動が一部困難であることに
は反発を感じます。施設の改善が急には出来ないようであれば、介助員を配備する
などの対応を望みます。
・ 又、私は図書館でバイトをしているのですが、もしも図書館の開館時間が延長と
なった場合は、私たちアルバイトの勤務時間･待遇等はどう変わるのでしょうか？
・ 施設の改善については、段差解消（屋外スロープの設置）、手摺設置、福祉対応型
エレベーターへの改修、トイレ改修に合わせた車イス使用者用トイレの設置を順次行
い、主要な学舎への移動については概ね改善されております。
また、介助が必要な学生については、同じ科目を受講する学生等の協力を得て、
介助を行っております。（介助員については、大学予算で実績に応じて謝金をお支
払いしています。)
・ 開館時間延長となった場合のアルバイト等については、関係部署と調整の上、全
学ルールの中で対応します。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
・ セアカゴケグモへの対処法ってないんですか？（害虫(ハチ、クモ、アリ)が多すぎます）
・ 結局、学生ポータルに学外から接続できるようにすることは可能なの？(予算とか抜きにして)
（人・人間 2 年）

・ 本学構内には自然(草木)が多く残っておりますが、農薬等の使用は禁止されてい
るため、虫等の生物も多く生存しています。セアカゴケグモについては、対処方法は
ありませんが、近づかなければ問題はありません。また、蜂については、巣を見つけ
たら施設課または学生センターにお知らせいただければ対処します。なお、クモやア
リもたくさんおりますが、害虫ではありません。
・ 学生ポータルを含めて、学内の情報への学外からのアクセスについては、次世代
情報システムで実現に向けて検討を進めています。

大学からの
大学からの回答
からの回答
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意見･
意見･質問
・ 昼休みはこれ以上長くならないのでしょうか？
（理・情数 1 年）

・職員の勤務時間等の関係もあり、現在のところ延長する予定はありません。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
⑩回答の意味不明
⑪食堂の拡張･改修は検討中とあるが、そんな土地はないとよく聞いたけど。テラ
スは結局の混雑解消にならないし。
（工・電物Ｍ1）

⑩図書館開館時間延長についての要望があることは認識しておりますが、18 時以
降の入館者数は少ないというのが図書館の実態です。なるべく多くの利用者ニー
ズに応えることができるような形での図書館サービス、PC 環境等学習支援機能の
向上を検討したいと考えております。
⑪現在のテラスを撤去して食堂を増築することで、年間を通じて使用可能となり、
混雑の緩和が解消されるものと思われます。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
テラスがなくなると、毎年恒例で行っているサークル･部活の新入生歓迎会が行え
なくなります。食堂内における新入生歓迎会は行えるのでしょうか、また、変わりと
なる場所はあるでしょうか。
食堂を改修する前に完成図を公開していただきたいです。
・ 今回実施する食堂増築棟は、屋上が利用できるような計画とします。
食堂は大学生協が運営していますので、生協に申込んでいただければ、新入生等
歓迎会の実施は可能です。ただし、現在、学内での飲酒は禁止されていますのでアル
コール類は出せません。
・ 食堂増築棟の完成イメージ図については、大学ＨＰに掲載していますのでご覧下さい。

大学からの
大学からの回答
からの回答
意見･
意見･質問
・ 今回の要望で、何が重要と思ったか、何がたいして必要でないと思ったか。
（工・応化 2 年）

・ 学生要望は学生から寄せられた多数の意見を学生自治会がまとめたもので、重
要度については差はないものと認識しております。

大学からの
大学からの回答
からの回答
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