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学生による学生のための大学つくり
今日から皆さんは学生会の会員です
★東海大学に入学した皆さんは、学生会の会員になります。
★学生会は東海大学生である皆さんから会費として
1人3000円を集め、活動しています。
★学生会は上記されている組織図で成り立っています。
そこで様々な企画・運営をしています。

あなたの想いが東海大学を作る
自分の力で大学をより良いものにしませんか？
興味のある方は

または

1 号館 B 翼学生会室 6 まで

学生会室内線番号5501 まで

受付17：00〜19：00

2010年度 東海大学
湘南学生会活動方針

彩
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彩

学生生活の中で自分の個性を生かすのは難しい事だと思います。
しかし、自分自身の〝色〟を確立させ、
より輝かせていって欲しいと私達は願っています。皆さんの前には様々なドラマが待っています。そんな
新しい学生生活の中で交流を深めていき、
〝自分色〟を豊かにしていって下さい。そして、一人一人の〝色〟
が東海大学を創っていくと私達は確信しています。
会 長
文学部 広報メディア学科

新入生の皆さん御入学おめでとうございます！１４代目会長の相
相 原 拓 哉 原拓哉です。
さて、これから皆さんは東海大生となります。そこで、皆さんには
東海大生としての自覚を持って有意義な４年間を過ごしてほしいと
生年月日
思っています。大学は様々な出会いのある場所です。多くの人に出会
１９８９年７月４日
い、触れ合って自分を成長させていってください。
趣味
私は「一期一会」という言葉を大切に大学生活を過ごしてきまし
バイクでツーリング
た。会長になろうと思えたのは多くの人に触れ合い、東海大学を愛
大学の良いところ
せたからです。そして、その愛する大学をより輝かせたいと思ったか
沢山の人と出会える
らこそ今の自分があります。皆さんも何かを愛しぬいてください。そ
好きな飲み物
の愛が皆さんを成長させます。学生会は東海大学を愛する人たちが
沢山いる場所です。あなたの想いも一緒にぶつけてみませんか？何
イチゴオレ
かに没頭することはとても良いことですよ。
会長の仕事
東海大学の学生代表としての挨拶、交流、発言を行う事です。また、会長
最後に一つだけ、大学生活を楽しんで下さい。一度しかない４年間
プロジェクトという学生の為になる企画を起こす事が出来ます。皆さん です。
悔いだけは残さないでくださいね。残して良いのは想い出だ
の力になる事が私の仕事です。
け！さあ楽しい学生生活の時間です♪

副会長
教養学部 人間環境学科 社会環境課程

古 賀 弘 晃

生年月日
１９８６年７月１０日
夢 お金に困らない生活をする事
大学の良いところ
大学が広くて色んな人がいる所
行ってみたい所 マチュピチュ
得意分野 現実を都合良く考える

新入生の皆さんこの度は、御入学おめでとうございます。東海大
学湘南学生会副会長の古賀弘晃です。
大学での学生生活は今までの学生生活とは、ガラリと変わり色ん
な意味で自由になります。授業の取り方や興味のあるサークルに
入ったり、バイト三昧したり、とにかく勉学に一点集中したり、とにか
く皆さんは自分でやりたい事を選択し、これからの自分を形成する
時期になってきます。その中で、自分自身にしかないものを見つける
か、もしくは身に付けていくことで、
これからの自分の一生の中で役
立っていくはずです。そしてこれから皆さんは、何でも出来る分自分
で負う責任も重くなってきます。その責任をしっかりと考慮した上
で、皆さんの学生生活が充実したものになることを願っています。

１ヶ月スパゲティのみの食生活＆
１ヶ月禁酒

市長になる
好きな酒

日本酒

会

生年月日

１９８８年１２月３０日
出身校

東海大学付属高輪台高等学校
夢

父親のようなシステムエンジニア
行きたい所

中国

会

工学部
生命化学科

加藤 広之

文学部
文芸創作

渡辺 廣彬

星

望星会は体育系・文化系の集まった他に類を見ない楽し
い部活動団体です！所属サークルは１２団体と比較的少
ないのですが、その分サークルの枠を越えてすぐに仲間
ができたり、とにかく良いところ満載です！
たくさん友達作りたい！思いっきり大学生活楽しみた
生年月日
出身校
い！何 か を や りき りた い！な ど な ど … … 。そうし た
１９９０年３月３１日 東海大翔洋
「want」をお持ちの新入生の皆さん！ゼッタイ望星会が
趣味
ピッタリです！
時代の変遷に屈しない名作小説を読むこと
望星会は今年で創立５０周年の佳節を迎えます。皆さん
ＤＲＥＡＭ
は本当にすごい年に御入学されているのです。ほんの少
誰かの為になる作家
好きな言葉
しでも興味を持ったサークルがあったなら、説明会にぜ
「幸福が現実となるのは、
それを誰かと ひきてください。
心よりお待ちしています！

生年月日

ドトール

１９８４年６月９日
座右の銘

為せば成る
趣味

折り紙
夢

総敷地面積がディズニーランドと
同じくらい
欲しいもの

工学部
エネルギー工学科

大学の良いところ

文化部連合会は２７の文化系サークルが集まった団
体です。それぞれのサークルが毎日楽しく、お互いに切
磋琢磨しながら活動しています。また、サークル同士の
交流も行っているので、様々な考え方を持った人たちと
交流できるのも文化部連合会の特徴です。
大学生になったから新しく何かに挑戦したい！自分を
成長させたい！いろいろな友達を作りたい！という人に
は文化部連合会がピッタリです。自分の新しい可能性を
見つけられる場で、一緒に充実した大学生生活を送りま
せんか？文化部連合会は皆さんの訪問を心よりお待ち
しています！

亮

１９８８年８月２８日

文化部連合会

野本

亮

文学部 英語文化
コミュニケーション学科

熊 谷

生年月日

生年月日

1989年8月14日
出身校

東海大学付属望洋高等学校
好きなお酒

ビール♪
夢

祝日

元気に人生を送ること
（^̲^）v

早く結婚する
欲しいもの

バイクと時間、時々お金

出身

新潟県新潟市

大学の良いところ

緑豊かで広々としているところ。

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。セミ
ナー委員会代表の竹石と申します。この委員会では「学
生のみで講演会の企画・運営を行う」団体です。講演会を
企画し講師の方との交渉や講演会の宣伝、当日の講演
会の運営まで全て学生が行います。昨年度は有森裕子さ
ん(五輪メダリスト)や原辰徳さん(プロ野球監督)といっ
た方々を招き講演会を開催しました。自分達の手で講演
会を作り上げるなどとてもやりがいのある委員会です。
普段の学生生活では味わうことのできないような経
験が出来るのは他にはありません！セミナー委員会で学
生生活を有意義にし、他の人とは違うことをしてみませ
んか？皆さんの訪問を心よりお待ちしています。

文学部
歴史学科西洋史専攻

将来の夢

生年月日

１９８９年２月３日

湘南公開セミナー委員会

内藤 信也

趣味

ツーリング

教養学部
国際学科

１９８８年８月３１日

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。今までと
は違った新しい環境に、戸惑いや不安、そして期待とい
う様々な思いがある中で、色々なことを学んでいって下
さい。
大学は自分のやりたい気持ちがあれば、どんなこと
にだって挑戦できます。私達、食堂購買運営委員会はそ
んな気持ちを食堂や購買に対して持っており、去年は試
食会や学生が考えた新しいメニューを発売しました。
食堂をもっと使いやすくしたい！購買にこんな物をお
いてほしい！というような食堂や購買に対して自分の思
いを実現させてみたい！ていう気持ちがある人は是非、
食堂購買運営委員会に気軽に遊びにきて下さい。

学生代表候補

竹石 俊介

文学部
歴史学科西洋史専攻

中村 ひかる

生年月日

食堂購買運営委員会

監 査 委 員 会
監査委員会とは、学生会のお金や物品が適正に扱われている
かどうか見極める機関です。昨今の経済情勢が厳しい中、学生会
も例にもれず資金を節減し、限られた予算で精一杯の運営を
行っています。学生が自ら治める「学生自治」の理念によって、学
生会は成り立っているのです。
もちろん、まずは大学生としてしっかりと自立することが大切
ですが、それは独りでは決して成し遂げられるものではありませ
ん。サークルやゼミなど、仲間と共に成長していくものなのです。
その舞台に、学生会もひとつの選択肢として存在しています。
監査委員会の委員は選挙によって選出されます。秋セメスター
から告示されますので、積極的な候補者をお待ちしています。

選挙管理委員会
私たち選挙管理委員会は、毎年冬に行われる湘南学
生会役員選挙を執り行う団体です。主な活動は役員選挙
に向けて、立会演説会などを開催し、立候補者が学生に
アピールできる場を設けたり、選挙期間中は学内の各所
に投票テントを設置し学生が投票できるようにしたり、
湘南校舎の学生に選挙を呼びかけたりします。
また、私たちの仲間には、冬の寒さに負けずに元気に
働くリスやカエルがいます。湘南校舎の冬の風物詩の一
つでもあります。もし学内で見かけたら気軽に手を振っ
てくださいね。
（ただ、デリケートな子たちなのであまり
イジメたりしないでね。）

建学祭実行委員会
建学祭とは、毎年１１月１日〜４日に開催される東海
大学最大のイベントです。サークルやゼミの成果を発表
する、友達と協力して模擬店を出す等色んな方法で皆が
楽しめます！！そんな建学祭を支えるのが私達建学祭実
行委員会です。去年は参加団体の統括、
スガ シカオコン
サートや花火大会の企画・運営、また自分たちで作成し
た巨大看板やFM YOKOHAMA、雑誌等で建学祭の宣
伝を行いました。何か企画をしたい人、お祭りが好きな
人、この記事やビラ等で少しでも興味を持った人は、是
非１号館Ｂ翼１階学生会室５にお越し下さい。

平凡な老後

分かち合った時だ」

副委員長

新潟県
将来の夢

体育会は今年52年目を迎えた歴史の長い有志団体の1
つです。
加えて、
東海大学最大の55団体、
約2200名もの学
生が所属しています。
所属団体の中にはオリンピック選手
を輩出している団体もあり、
世界を舞台に活躍している選
手が数多くいます。
また、
所属している学生の中には初め
て部活に入った人や初めてのスポーツに挑戦する人など
もいます。
経験者ではないからなどと思わず、
自分が挑戦
したいスポーツを探してみてください。
最後に今年の体育
会は
『高翔』
いうテーマを掲げました。
多くの仲間と様々な
試練を乗り越え絆が深まり、
体育会は全進してきました。
私たちと一緒に自分たちの力を信じ、
成長していきませ
んか？新入生歓迎会で会えることを楽しみにしています。

望

出身地

情報理工学部
経営システム工学科

やってみたいこと

文学部 歴史学科
日本史専攻

1988年11月22日

育

食堂購買運営委員会

１９８９年３月２日

芳賀 俊紀

情報理工学部
情報通信電子工学科 ゴルフ部

富沢 雅樹

生年月日

体

航

F１観戦

生年月日

売店

趣味

談話室

結婚する事

管理室

守衛室

夢

ＡＴＭ

沢山の人達と出会えるところ

管理室

大学の良いところ

新入生の皆様、ご入学おめでとうございます！オリエ
ンテーション実行委員会委員長の田澤あゆみです。私達
は新入生の皆さんが良い大学生活のスタートを送れる
様なサポートをしています。主に「通り勧誘」の運営や、
アーティスト・著名人を呼んでの「コンサート」や「講演
会」、また、
「クラブ・サークル紹介企画」も沢山準備して
います。皆さん是非足を運んでくださいね。同時に新入
生のオリエンメンバーも募集します。4月中なら企画の
運営に参加して体験する事が出来ますよ！優しい先輩達
が
「何でも相談テント」
で待っているので、
「他の人よりも
一歩進んだ新入生になりたい！」と思ってる方、興味があ
る方は是非いらしてください！

大渕

文学部
日本文学科

田澤 あゆみ

生年月日

１９８８年７月３１日

オリエンテーション実行委員会

生年月日

１９８８年１１月６日
趣味

戦史研究

欲しいもの

内定

キャンパス創造委員会
あなたは今、どんなキャンパスを創造していますか？
私たちは『福利厚生』を理念とし、学生による学生のため
の企画・運営を行い、より良いキャンパス創りに取り組
んでいます。例えば、噴水のライトアップや噴水前広場に
ジャンボツリーを設置するクリスマスイルミネーション、
学生一人一人の意見を聞くための学生アンケートなど
をしています。
学生たちが楽しめ、私たちも楽しめる、そんな企画を
考えて実行できる場所が私たちの委員会です！皆さん
も私たちと一緒にそんなキャンパスを創造してみませ
んか！？

代表者会議事務局
代表者会議事務局の主な仕事は名前のとおり、東海大
学湘南校舎に於ける「代表者会議」という会議の議事運
営と、学生会全般に於ける事務仕事です。書類作りをコ
ツコツやったと思ったら他の団体の手伝いに行って体
力仕事をしたりと、臨機応変に（行き当たりばったり）活
動しています。他の委員会と違ってあまり際立ったイベ
ントが存在する所ではありませんが、その分のんびり・
まったりとした団体です。多少忙しくなることもありま
すが、サークルや通常の講義では味わえない大学生活を
することができるのが学生会だと思いますので、興味の
ある方は是非来てください。

