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後期自治委員会総会開催します！！
12 月 8 日(木)に B1 棟東大教室にて 2011 年度後期自治委員会総会
を開催します。開場は 17 時 45 分となります。

○自治委員会総会ってどうして行うの？
学生自治会は「学生とともに、よりよい学生生活を実現する」ことを目的に
活動しています。しかし、学生自治会だけで活動を考えていては、本当に学生
のみなさんの考えに沿った形になっているかがわかりません。そこで、自治会
の活動が本当に学生の望むものになるように、それが学生のためになるかを学
生自身が判断して、意見・質疑を発する場、またその質疑に対して学生自治会
が回答する場が必要となります。それが、自治委員会総会（以下、自治総）で
す。今後の自治会の活動を学生のみなさんが考え、よりよい学生生活を実現す
るために、ぜひ参加してください！！

具体的な内容
1．決議案提議
決議案 とは、学生自治会が2011年度前期自治総から本総会までの半年間で行っ

てきた活動の報告と、本総会から次の自治総までの半年間に行う活動の方針を示
したものです。決議案提議では、この決議案を学生のみなさんに提示します。

2．特別決議案提議
特別決議案提議では、今後の活動方針としての決議案には含まれないが自治総
において決定しなければならない重要な議案である、特別決議案を提議します。
今回の特別決議案提議では、来年の大学改革に伴う学生自治会の組織改編につい
ての提議を行います。

3．要望書案提議
要望書案とは、要望アンケートや意見箱、ウェブサイトの掲示板などに寄せられ
た大学に対する学生の要望をまとめたものです。要望書案提議では、要望書案を学
生のみなさんに提示します。
詳しくは、
「要望書交渉について」を参照にしてください。

4．中間会計報告
中間会計報告では 2011 年度前期自治総から本総会までの半年間、どのように自
治会費を使ってきたのかを報告します。

5．会計監査報告
会計監査報告では、学生からお預かりした自治会費の使い道に不明確な点や不正
な点がないか、会計監査委員が事前に監査した結果を自治総の場で学生に報告しま
す。なお、会計監査委員は前期自治総で選出されており、自治会員 2 名、中央執行
委員 1 名で構成されています。

6．学科・学年ごとの話し合い
話し合いを通じて学科・学年の意見をまとめてもらいます。自治総において採決
に参加できるのは、その学科・学年の代表だけですが、話し合いを通じて他の学生
の意見も採決に反映させられる形式を採っています。

7．質疑応答
参加者から、各案などに対しての意見・質問等を受け付け、それについて回答す
ることで参加者のみなさんに各案に対する理解を深めていただきたいと考えてお
ります。

8．採決
提議した各案について議決権を持つ代議員※の方々に是非を問います。今回は、
“決議案”“特別決議案”“要望書案”について採決を取ります。代議員の方々に
は、各案に対して「賛成・反対・保留」のいずれかの立場を示していただきます。
それぞれ、可決されれば“決議”“特別決議”“要望書”として、施行されます。
※「代議員」は各学科・学年の代表を指します。

9．次期選挙管理委員選出
次期選挙管理委員選出では、来年度の前期自治委員会総会で行われる中央執行委
員会役員選挙をとり仕切る選挙管理委員を選出します。公正さを求めるため、選挙
管理委員は一般から募集します。

｢要望書交渉｣って何？
学生が普段から抱いている切実な要望を集め、それらをまとめた｢要望書｣をもとに、学生自
治会が大学と交渉する活動です。この活動は、学生の要望を実現させ、学生生活をよりよくす
ることを目的としています。

｢要望書交渉｣活動関係の一連の流れ
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後期自治総で
行います！！

｢要望アンケートの実施｣

学生自治会は例年｢要望アンケート｣を用いて、学生からの要望を集めています。今年は各講
義棟へアンケート用紙付き回収箱を設置し、またweb上からもアンケートに回答できるように
しました。これらによって、期間中はいつでもアンケートに回答できるようになりました。



｢要望書案・要望書資料の作成｣

アンケートや意見箱などに寄せられた学生の要望をまとめて｢要望書案｣を作成します。また、
｢要望書｣の内容をわかりやすく、具体的なものにするために｢要望書資料｣も作成します。



｢要望書案の提議｣

｢要望書｣とは、学生の要望をまとめたものです。要望書案の段階では、集めた要望を学生自
治会が独自に編集している状態であるため、学生が望む内容とは異なっている可能性がありま
す。そこで、｢本当にこの内容でいいのか｣ということを学生に確認をとる必要があります。

そのため、後期自治総で要望書案を提議して、採決をとります。そうして学生の承認を得ら
れたものを｢要望書｣といい、これを“学生の総意”として大学に提出します。



｢要望書交渉｣

要望書と要望書資料を用いて、各要望項目について大学と交渉します。学生自治会は要望の
実現を目指し、大学とじっくり話し合っていきます。



｢要望書公開回答｣

要望書に対する大学の回答は、例年公開形式で行われています。また、学生自治会は今回の
要望書への公開回答も行われるよう、調整していきます。公開回答は、大学から直接に回答を
聞き、学生のみなさんが大学に意見や質問をする絶好の機会となりますので、興味がある方は、
ぜひ足を運んでみてください。
でも、これで本当に
叶うのかな？

ご安心ください！！
過去にこのような要望が
実現していますよ！

～今まで実現した要望たち～


図書館の開館時間の延長



食堂の増改築



シュライクの建設



各講義棟へのエアコン設置

など

最後に･･･
｢要望書交渉｣は、｢よりよい学生生活の実現｣という学生自治会の活動目的に沿って行ってい
ます。要望が実現されると、制度が改正されたり施設等が使いやすくなったりと、今まで学生
を取り巻いていた環境が改善され、学生生活が向上します。
しかし、この活動をはじめ学生自治会の活動は｢学生からの意見｣がなくては成り立ちません。
そのため、アンケート以外にも意見箱などを通じて、学生自治会にみなさんの意見を伝えてく
ださい。ご協力よろしくお願いします。
また今年度の要望書案について、12月8日の後期自治総にてみなさんに採決をとりますので、
ぜひ参加してください！！

○意見箱とは○
学生自治会は学生のみなさんに様々な情報を発信し、また学生のみなさんからも情報を
集め、寄せられた情報を参考に自治会活動を行い、“学生とともに”よりよい学生生活を
実現しようと日々努力をしています。学生のみなさんから情報を集めるための重要な手段
の１つとして意見箱があります。普段学生自治会は意見箱を通して、学生の意見・質問・
要望を集めています。意見箱に寄せられた意見について、学生自治会でどのようなことが
できるのかを検討し、今後の自治会活動の参考にさせていただきます。また大学や生活協
同組合などに伝えるべきだと判断した意見は関係各所に伝え、後日その意見に対する回答
を受け取り、意見箱回答に掲載しています。意見箱は、中百舌鳥キャンパスではC5棟学術
情報センターの図書館への入り口を入ってすぐ左側とB12棟学生会館１階タダコピ横の
２ヶ所、りんくうキャンパスでは２階第２講義室前の１ヶ所に設置しています。

○意見箱回答とは○
意見箱回答とは学生の皆さんから寄せられた意見・質問・要望に対する学生自治会・大学・
生活協同組合からの回答です。ここでは平成23年の5月下旬から9月下旬に寄せられた意
見・質問・要望およびそれに対する学生自治会・大学・生活協同組合からの回答を載せてい
ます。また意見箱回答は、意見箱横の掲示板または学生自治会ウェブサイトにも載せていま
す。意見箱回答のバックナンバーは意見箱横のファイルまたは学生自治会ウェブサイトで見
ることができます。なお意見箱に寄せられた意見は原文のまま掲載しております。

○意見記入用紙について○
大学への要望や学生自治会への意見などを箱の横に置いてある用紙に書いて投函してく
ださい。意見用紙は学生自治会サイトからダウンロードすることもできます。意見記入用紙
の項目は次の通りです。
１）大学への意見、要望等とその理由
２）学生自治会に行ってほしい活動や、学生自治会への質問などとその理由
３）その他、お気づきのこと

その他、意見箱について詳しいことは学生自治会ウェブページ
(http://zichikai.ehoh.net/opinion/index.html)をご覧ください。

中百舌鳥キャンパス編
大学への意見・要望等とその理由
11/05/19

生命環境科学部生物情報科学科の方
◎意見
女子トイレに音姫をください。できれば B3。
水を流す方がお金がかかると思います。
◎学生サポート室からの回答
中百舌鳥キャンパス内のトイレの便器には、上
水道ではなく、一度使用された水道水を処理し再
利用しています。ご要望のありました、「音姫」
の設置につきましては、再利用水に余裕があるこ
と及び女子トイレの数も多く、多額の経費がかか
ることからすぐに設置することはできません。今
後、再利用水の使用量を勘案しながら、必要性に
ついて検討していきます。
11/06/02

理学部物理科学科 3 回生の方

電子ブック等を購入しているものもありますの
で、具体的な書名をお知らせいただけましたら調
査させていただきます。今回ご意見をいただきま
したのを機会として、指定図書コーナーの図書に
ついて、汚破損の調査を重点的に行っていき、よ
りよい学習環境を整備するよう努めたいと考え
ております。今後もご意見、ご要望をお寄せくだ
さい。
11/06/13

工学部 1 回生の方

◎意見
スキャナーを使えるようにしてほしいです。プ
リント等で配られたものをもとにレポートを書
くときや手書きのレポートのバックアップなど
でスキャナーが必要だからです。高価な物なので
一人では買えません。ご一考お願いします。
◎学生自治会の回答
C5 棟学術情報センター3 階オープンスペースに
学生が使えるスキャナーがあります。そちらをご
利用ください。
11/06/13

工学部航空宇宙工学科 1 回生の方

◎意見
図書館の指定図書の中に、何十年も前に発行さ
れた本がたくさんある。読む時に臭いが酷いので、
新しく発行されたものに買い換えてほしい。

◎意見
図しょかん前の机のところが暗いので明るく
してほしいです。

◎学生自治会の回答
本を読むうえで、臭いがどう問題になるのかを
具体的にお書きください。

◎学生自治会の回答
このような意見があったことを施設課に伝え
ました。

11/06/13

11/06/13

◎意見
図書館の指定図書の中には、古い本がたくさん
あり、読む時に酷い臭いがするので、とても長時
間読むことはできない。指定図書は自習のために
時間をかけて熟読したいので、臭いがしないよう
な新しい本に買い替えてほしい。
指定図書とは、授業内容を補完したり、予習や
復習をするのに読むためのものだと思うが、その
本が悪臭のために利用できない状況にあるとい
うことは、学生の勉学をサポートするという大学
の役割の 1 つを果たせていないと思う。

◎意見
ゆうこうさいのジャンパーを着た人達がみち
をふさいでいた。とおれなかった。作業をするば
しょがちゃんとないのでしょうか。

理学部物理科学科 3 回生の方

◎学生サポート室からの回答
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございま
した。また、不快な思いをさせましたこと、お詫
びいたします。図書館では、指定図書のうち汚破
損のひどい図書は、順次買い替えを行っておりま
すが、現在では入手不可能となっている古い資料
も多く残っています。買い換え不能な資料のうち、

無記名の方

◎学生自治会の回答
このような意見があったことを友好祭実行委
員会に伝えました。
11/06/13

経済学部経済学科 3 回生の方

◎意見
けいざい棟も土、日、祝日あけてほしい。
◎学生サポート室からの回答
中百舌鳥キャンパスの各建物につきましては、
通常、午後６時から７時３０分の間に、講義室の
施錠と出入口の施錠を警備員３人で分担して行
っています。施錠の時間は、防犯上の問題、施錠
する人員の確保及び省エネルギー対策などから

現状の時間帯としているところです。このため、
Ｂ１棟だけ、講義室の施錠と建物の施錠を分離し
て、出入口の施錠時間を遅らせること
はできません。
11/06/24

工学部の方
◎意見
グランドがなくなって（ホケンシツになって）
運動するところがないのでグランドを作ってほ
しいです
◎学生サポート室からの回答
標記のグラウンドにつきましては、これまで、
未利用地であったため、暫定的に学生の課外活動
等の用に供するため開放してきました。この度、
健康管理センター並びに保健室を新築し、残りの
スペースにつきましても駐輪スペースとして整
備しました。なお、代替スペースにつきましては、
設置できませんのでご了承ください。また、グラ
ウンド(運動場)は、休憩時間など体育の授業で使
用していないときは利用できますのでご活用く
ださい。
11/06/24

工学部応用化学科 3 回生の方

◎意見
図書館の返却ポストを、百舌門前や、サギ門前
などにも設置してほしい
◎学生自治会の回答
このような意見があったことを学術情報セン
ターに伝えましたが、具体的な理由がなければ回
答しにくいとのことから、回答を得られませんで
した。この意見に関しては、具体的な理由ととも
に意見用紙に書いて再び投函してください。
11/06/24

理学部物理科学科 3 回生の方

◎意見
私が 1 回生のときにいくつかのクラブの新入生
歓迎会に行ったが、中にはお酒を部室に置いてい
るクラブがあった。それを飲むことを新入生にす
すめている者もいた。また、友好祭後の打ち上げ
であるクラブは新入生に酒をすすめていた。新入
生の中には未成年でありながら酒を飲んでいる
ものもいた。大学が奨励しているクラブ活動が、
未成年の飲酒といった違法行為につながってい
るという現状で、各クラブが新入生を勧誘する活
動で、道を塞いで通行の妨げになっていることに
辛抱する気にはなれない。
◎学生自治会の回答
飲酒に関しては、このような意見を受けて確認し

たところ、同様の意見があったため、体育会や文
化部連合といった、各クラブを取りまとめいてい
る団体へ、このような意見があったことを伝えま
す。新入生勧誘の活動に関しては、新歓時期に同
様の意見があったため、学生自治会は学生課に伝
える、学生団体連絡会議で検討するなどを行いま
した。来年度の新歓期にはこのような事が無いよ
う、各団体に注意をうながしていきます。また、
このような意見があったことを学生課に伝えま
した。
◎学生サポート室からの回答
平成 23 年 4 月 18 日に学生自治会から提出があ
り、平成 23 年 5 月 9 日付けで行った意見箱の回
答についての意見と思われるので再度の同一内
容の回答は控えますが、学内で未成年者へ飲酒を
勧める行為を見た場合は、その場で学生課へお知
らせください。大学はクラブ活動を奨励していま
すが、クラブ活動が即未成年者の飲酒行為につな
がっている現状はないものと考えています。
11/09/26

人間社会学部人間科学科 1 回生の方

◎意見
台風などで休講するならメールで知らせて欲
しい。
理由：7 時過ぎに学生ポータルで発表されても
７時前に家を出ないと間に合わないので見れな
いから意味がない。それに何のために情報基礎の
授業で大学からのメールを自分の携帯に転送で
きるようにしたのか分からない。
◎学生サポートグループの回答
本学では、「交通機関の運行停止等に伴う授業
の取扱いについて」の中で、『大阪府に暴風警報
が発令されたときは、授業を行わない。ただし、
午前 7 時までに警報が解除されたときは、平常ど
おり授業を行い、10 時までに解除されたときは、
午後の授業を行う。』と定めていますので、この
内容にその時点での判断を挟む余地はありませ
ん。そのため、本件について個別にメール等でお
知らせすることは原則的にありません。学生ポー
タルに掲載していますのは、上記内容を確認して
いただくことが目的ですので、リアルタイムな掲
載は行っていません。この内容は、本学ホームペ
ージ、
「学生生活の手引」
、各学部「履修要項」等
に記載していますので、本学学生は承知している
ものと考えています。なお、「教員が出張等で休
校」、
「教室変更」など個々の授業に関する通知は
個別にメールで配信しています。
11/09/26

生命環境科学部生命機能化学科 1 回生の方

◎意見
私は昼休みによく食堂前の学館前通りで自転
車にぶつかりかけることがあります。「現代社会
と看護」という授業の一環でクラス内でアンケー
トをとりましたが、８割の人が学館前通りや A5
棟の横の通路が危険だと感じています。また、車
いすに乗る人にとって凸凹で危ないと感じる所
も多々あります。ですから、大学には道路に歩行
者と自転車を区別する線引きをするなどと道路
整備を実施してほしいです。

べきであるとお考えなら、具体的な理由とともに
もう一度お書きください。

◎学生サポートグループの回答
ご意見の通り昼休みの時間は、学館前通りやＡ
５棟東側の通りは、生協へ向かう人の流れが集中
する時間帯であり、特に授業終了直後の通りは非
常に混雑しています。しかしどちらの通りも道幅
が狭く、現状では歩行者と自転車を分離する線引
きによる効果は期待できないと考えます。歩行者、
自転車がお互い注意して通行してください。

11/09/26

11/09/26

物理科学科 3 回生の方
◎意見
学館一階の B1 に向かって一番左のセンプーキ
の首振り機能が楽しいです。
◎学生サポートグループの回答
修理を行いました。

人間社会学部人間科学科 1 回生

◎意見
※この意見は、「ウェイトルーム」と投稿され
たと解釈して回答します。
◎学生自治会の回答
具体的な理由や詳細を添えてもう一度お書き
ください。

11/09/26

生命環境科学部 1 回生の方

◎意見
①生かん棟(B4)の 1F,B1 を改修してほしい。
②文連棟のトイレがくさい。
③タダコピの枚数をふやしてほしい
◎学生自治会の回答
①具体的な理由をお書きください。
②このような意見があったことを文化部連合
に伝え、文化部連合と相談します。
③このような意見があったことを学生課に伝
えました。
11/09/26

工学部電子物理工学科 4 回生の方

◎意見
テニスコートを授業などで使っていないとき
にも開放してほしいです。昼休みだけってのは少
ないです。前回、同じ要望を出したのですが、そ
の回答が 授業の妨げになるため とのことでし
た。(騒音など)ただ、一番近い A1 でも音はそん
なに聞こえないと思います。
◎学生自治会の回答
現在、大学は以下のように明言しています。
「テニスコートにしても A1 棟の教室に響くとか、
教室からコートが見えて気が散るという話もあ
ります」
「現時点では授業並びに研究・実験優先というこ
とで運動施設の開放は困難と考えております」
以上の理由から、ただ「使いたい」だけではこ
の意見が受理されるのは難しいと学生自治会は
考えます。授業時間中でもテニスコートを開放す

学生自治会に行ってほしい活動や
学生自治会への質問等とその理由
11/09/26

一回生の方
◎意見
単位が取れるか不安です。自治会さんは過去問
を集めたりとかはしないのですか。
◎学生自治会の回答
検討した結果、近年過去問は回収されることが
多いため、過去問を集めることが困難であり、ま
た著作権に引っかかる可能性があるため、学生自
治会としては活動を行えないと判断しました。
11/09/26

人間社会学部人間科学科 1 回生の方
◎意見
教室や図書館の机に消しカスがそのまま放置
されていることがあります。大変汚いし不快です。
ですので消しカスは机の下に落として帰るよう
に呼びかけるとかチラシを配るとか教室にその
旨を書いた紙を掲示するとかして欲しいです。
◎学生自治会の回答
学術情報センターと相談して、活動を検討
します。
11/09/26

人間社会学部 1 回生の方

◎意見
体育会系クラブの屋外女子シャワー室が汚く、
マナーも悪い。きちんと使えるようなルールを作
り、少なくともそうじを定期的に入れてほしい。

せっかくシャワー室があるのに使いづらく、困っ
ている。

11/09/26

◎学生自治会の回答
このような意見があったことを体育会に伝え、
体育会と相談します。

11/06/02

◎意見
食堂の従業員で帽子を斜めにかぶったり、ひじ
をつきながらレジをされている方が一名おられ
ます。他の方ががんばっているだけに残念です。
帽子をきちんとかぶらないと衛生面も心配です。
しゃべりながらご飯をつくるならマスクの着用
も義務づけてほしいです。

◎意見
ベーカリーカフェをもっと遅くまであけてい
てほしい。

◎学生自治会の回答
このような意見があったことを生活協同組合
に伝えました。

その他、お気づきのこと
理学部物理科学科 3 回生の方

◎学生自治会の回答
このような意見があったことを生活協同組合
に伝えました。回答をお待ちください。
11/09/26

人間社会学部人間科学科 1 回生の方

◎意見
①学生相談室のドアが物理的に開けにくい。
②タバコのポイ捨てが汚い。
◎学生自治会の回答
①このような意見があったことを学生課に伝
えました。
②現在もポスターなどで啓発していますが、よ
りよい周知の方法を検討します。

りんくうキャンパス編
大学への意見・要望等とその理由
11/06/13

生命環境科学部獣医学科 2 回生の方

◎意見
りんくうキャンパスに ATM(ゆうちょ)が欲し
い。
◎学生サポート室からの回答
りんくうキャンパス内にゆうちょ銀行の ATM
の設置に関する要望につきまして、ゆうちょ銀行
に確認しましたところ、「中百舌鳥キャンパス(教
職員・学生 900 人)での設置がぎりぎりのボーダ
ーラインで、今回ご要望いただきました、りんく
うキャンパス(教職員・学生 400 人)での ATM 設
置はできません」とのお返事でした。郵貯の ATM
につきましては、りんくうタウン駅に郵貯銀行が
ありますので、そちらの ATM をご利用ください。

生命環境科学部獣医学科 3 回生の方

11/09/26

生命環境科学部獣医学科 2 回生の方

◎意見
なかもずの温泉卵はおいしいのに、りんくうの
温泉卵はかたくておいしくない。味も日によって
違う。おみそしるの赤みその分量を増やして欲し
い。ラーメンがまた消えてしまった。やきそばが
たべたい。チヂミ。ブリ大根。おこのみやき。
◎学生自治会の回答
このような意見があったことを生活協同組合
に伝えました。
11/09/26

生命環境科学部獣医学科 2 回生の方

◎意見
マーボー丼を毎日出してください
◎学生自治会の回答
このような意見があったことを生活協同組合
に伝えました。
11/09/26

生命環境科学部獣医学科 2 回生の方

◎意見
食堂のメニューで増やしてほしいもの！
・フライドポテト
・カルボナーラ
・雑炊
・みそラーメン
・パフェ等のデザート
◎学生自治会の回答
このような意見があったことを生活協同組合
に伝えました。

学生自治会は、ウェブサイト上の掲示板を通じて学生のみなさんから意見を集
めています。掲示板へは、学生自治会ウェブサイト(http://zichikai.ehoh.net/)から
アクセスできます。
以下では、その掲示板に寄せられた意見と、それに対する学生自治会の回答を
載せています。

みかんさんからの投稿 2011/07/17 (Sun)
よりよい学生生活？

この間配られたNASCAを読んでいて思ったのですが、自治会さんの目指す「よりよい学
生生活」ってどのようなものなんですか？
普通、目標を掲げてそれを実現するためにいろいろな手段とか対策を考えると思うんで
すケド…。
NASCA にはそういったものが書かれていなかったので…。
もし、どこかにそういうのが書かれてあったら教えてください。
学生自治会の回答 2011/07/22 (Fri)
Re: よりよい学生生活？

みかんさん
投稿ありがとうございます。
「よりよい学生生活」とは、背景や時代によって変化するものであり、明示し難いですが、根本
としては大阪府立大学中百舌鳥キャンパス学生自治会規約の第1章、第2条の1項～3項が
あり、学生自治会は現在、これを目的として様々な活動を行っています。
大阪府立大学中百舌鳥キャンパス学生自治会規約は学生自治会ウェブサイトのトップ
ページよりご覧ください。
http://zichikai.ehoh.net/

みかんさんからの投稿 2011/07/24 (Sun)
Re: よりよい学生生活？

返信ありがとうございます。
規約を読まさせていただきましたが、やはり「目的」は「よりよい学生生活を実現するため
…」と書かれています。
その目的のために 1 ～3 項という活動があって…、という感じでしょうか？
たとえば、府大でも基本理念は詳細に決められてるし、それをもとにして具体的な将来
像も H19 年に決められています。目指す目標を定めていて、それに向かって今回の大学改
革（これはちょっと例とするのにはよくないかもしれませんが）とかの根本の考えになっている
と思うのです。
で、それを批判というか注視？されている自治会さんはというと、そういう明確な方針なく
活動されているので「？」と思った次第です。
学生自治会の回答 2011/08/13 (Sat)
Re: よりよい学生生活？

みかんさん、こんにちはご投稿ありがとうございます。
返信が遅れましたこと、心よりお詫び申し上げます。
さて、ご投稿を「学生自治会には明確な（詳細な）方針は無いのか」というご意見ととらえて
回答いたします。結論から申し上げますと、学生自治会には長期的な確固たる活動方針はあ
りません。短期（半年間）の活動方針としては「決議」がそれに当たります。
この点については、前回に申し上げました「よりよい学生生活」とは時代や背景などによって
変化するものであるというのが大きく関わってきます。
学生自治会はその変化に随時対応していく必要があり、そのため、随時学生の意見を取り
入れ、より現在の学生の置かれている状況に合った活動を行っていかなければなりません。
ですので、明確な活動方針は持たず、臨機応変に活動を行っている次第です。
自治会活動をより進めていくために、ぜひみかんさんも、大学や自治会活動に関する意見
を学生自治会へどんどん寄せてください。

学生自治会はウェブサイトだけではなくメールでも意
見を集めています。
学生自治会のメールアドレス(ziren@cd6.so-net.ne.jp)
にささいなことでもいいので大学や学生自治会に対する
意見をぜひお寄せください。
皆さんの意見をお待ちしております。

学生会館の改修に伴い、７月に学生自治会室は B12 棟第 2・4 会議室に移転しま
した。
学生自治会にご用のある方、大学や学生自治会にご意見のある方は、いつでもお
気軽に学生自治会室本部（第 4 会議室）へお越しください。

新
学生行事室

ここです！

新学生自治会室

←至シュライク 2 階

（本部）

大集会室

（準備室）

学生自治会室に直接来ていただく
以外にも、大学や学生自治会にご意
見のある方は、

学生自治会ウェブサイト掲示板
小集会室

(http://opu-ncsc.bbs.fc2.com/)
学生自治会 E-mail
(ziren@cd6.so-net.ne.jp)
をご利用ください。

旧
学生
自治会室

留学生
談話室

旧
学生
行事室

また、これら以外に構内に設置され
た意見箱でもご意見を受け付けてお
ります。

２０１１
年度

後期自治委員会総会
是非ご参加ください！

日程：12 月 8 日(木)
開場：17 時 45 分
開会：18 時 10 分
会場：B1棟2階 東大教室
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