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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。

2011年度 東海大学
湘南学生会活動方針

今年度の学生会活動方針は、活力溢れるNoLimitです。
この活動方針には、東海大学に通う全ての学生に、己の限界を超えて物事に取り組んで欲しいという願
いが込められています。限界に挑み、到達した頂には素晴らしい絶景が広がっている事でしょう。そして、
一人ひとりの力が相乗効果を生み、
この先の東海大学を創っていくと私達は確信しています。
会長

情報理工学部
コンピュータ応用工学科

会長の仕事

受付17：00〜19：00

趣味

ゲーム、読書、
スポーツ
今ハマっていること

ウォーキング（散歩ですね！）

也です！
大学生活は高校生活と違い、自分で判断し
決断していかなければならない場面が多く

副会長

情報理工学部
コンピュータ応用工学科

学生会室内線番号5501 まで

生年月日

１９９２年３月２９日

新入生のみなさん、ご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髙橋真

新入生の皆さんご入学おめでとうございます！１５代目会長の三好
祐史です！ 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、
有意義な大学生活を送ってほしい
と私達は考えています。大学には様々な出会いがあります。是非とも
多くの経験を積み、
自分を高めて下さい。
突然ですが、自分は「楽しむ事」を何より大事にしている人間です。
何故かと言えば、大きな挫折の最中「こんな人生でどうするよ！？」と
疑問を持ち、少しずつ良い方向に変えていった結果、
この考えに行き
着いていたからです。
例えこの先、どの様な逆境や挫折が待ち受けていたとしても「志」
を貫くことが出来れば、
必ず転機は訪れます。
自分の軸を確かに持ち、
東海大学での学園生活を送って頂けると幸です。
最後に、大学生活には様々な可能性があります。どの様な道であ
れ、自分を信じ、悔いのない学園生活を送って下さい！皆さまの大学
生活が楽しいものとなりますように！

中川 大理

または

1 号館 B 翼学生会室 5 まで

副会長

情報理工学部
コンピュータ応用工学科

興味のある方は

好きな言葉
固定概念を疑え
大学の良いところ
様々な人との出会い

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、会長プロジェ
クトという学生の為になる企画を起こすことが出来ます。皆さんの力になることが
自分達の仕事です。
もし漠然と興味を持っていただけましたら、学生会室5までおいで下さい！

髙橋 真也

自分の力で大学をより良いものにしませんか？

三 好 祐 史

生年月日
１９９１年１０月１日
趣味
色々なサブカル探求

★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

No Limit

なってきます。同時に、とても自由な生活にな
ると思います。そんな中で自分のやりたいこと
や目指すものを見失わないように有意義な大
学生活を送ってほしいと思っています。
自分も大学生活はまだ１年しか経っていま
せんが、大学生活をより良いものにするべく、
みなさん一緒にがんばっていきましょう！

生年月日

１９９１年８月２５日
趣味

2D格闘ゲーム
好きなお酒

まだ未成年です＞＜

新入生のみなさん、
ご入学おめでとうござい
ます。
これからの大学生活に期待と不安で胸が
いっぱいだと思います。そんな中、これからの
大学生活では多くの学生と交流を持つことを
意識して過ごしてみてください。この湘南校舎
には約21,000名の学生が在籍しており、これ
ほどの人と関わりを持てる機会はなかなかあ
りません。友人との交流は自らのアイデンティ
ティを確立する上で大きな役割を果たします。
そして、何より日々を楽しく過ごす上で友人は
必要不可欠です。なので、そんなことを意識し
て楽しい大学生活を過ごしてみてください。

オリエンテーション実行委員会
は、新入生のみなさんに充実した大学生活を送ってもらえ
るように様々な企画をご用意しています。クラブ・サークル

世界中の人を笑顔にすること
座右の銘

切磋琢磨

慣れない大学生活に対しての相談も受け付けています。少
しでも興味を持った方はお気軽にオリエンテーション実行

売店

夢

ばかりなので、積極的に企画に参加してくださいね。また、

談話室

映画鑑賞

つもりです。どれもみなさんの生活をサポートしていくもの

守衛室

趣味

ＡＴＭ

１９８９年１１月２４日

管理室

生年月日

の情報から東海大学の可能性まで、みなさんに伝えていく

2

委員会までお越しください！
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会

こんにちは、私は今年体育会常任委員会の常任委員長を
が所属している大きな団体であり、学生会の三有志の一員
まとめ、学生会を通して大学や地域に貢献できるよう頑
張っていきたいと思います。また、私も体育会に所属する団

栃木県

ですので、やることが多いですが両立できるよう努力して

出身地
趣味

読書
合気道部

会

委員長

新入生の皆さんさんこんにちは！東海大学望星会会長の中路
良介です。
大学に入学して最初に直面する問題はそう
「どのサー
クルに入るか」
です！どのサークルに入るかで今後の学生生活が
大きく左右すると言っても過言ではありません！我が湘南キャ

生年月日
出身高校

東京都立科学技術高校
所属サークル

軽音楽部
夢

小金持ち以上、大金持ち以下

クルが数多く存在しています。その中で、望星会では、運動部、文
化部の分け隔てなく、みんなで様々な活動をしています。学園祭
での
「ミスコン」
もこの望星会が運営しているんですよ！
もし、
少しでも興味が湧いたら、
遠慮なく見学や説明会に足を
運んでみて下さい。望星会では学生生活を一緒にエンジョイす

大学の良いところ

いろんな学部の人がいる

委員長

工学部
動力機械工学科

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
りたいことを東海大学文化部連合会でやってみませんか？
文化部連合会は27の特色ある文化系サークルから成り

生年月日

１９８９年１２月２０日
出身

神奈川県
所属

探検会

生年月日

文化部連合会にはあなたが卒業する時、サークルに入っ
ててよかった、楽しかった、一生忘れることのない学生生活
を過ごすことが出来たと思えるようなサークルがたくさん
これから一緒に充実した学生生活を送りましょう。

１９９１年５月１日 おうし座
血液型

O型

好きなこと

大学は自分のやりたいという気持ちがあればどんなことにだっ
て挑戦できます。私たち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、学生のために活動をしています。
食堂をもっと使いやすくしたい！購買にこんなものを置いてほ

もちろん食べること

しい！など食堂、購買を変えていきたいという気持ちがある人は

圧力鍋

のある大学生活をおくってはみませんか？

今ほしいもの

是非、私たちと一緒に食堂購買運営委員として楽しく、やりがい

事に携わりたい人、ぜひ選挙管理委員会までお越しくださ
い。最後に、新入生の皆さんにとって実り多い学生生活にな
るよう祈っております。

建学祭実行委員会
こんにちは！建学祭実行委員会委員長の沖田です！まず
皆さんに、入学したら何か新しい事に挑戦してみる事をお
勧めします。せっかくの大学生活…何にもしないで４年間過
ごしてしまうのは、もったいないです！東海大学は巨大な大
学なので、豊富なサークルや課外活動が用意されています。
は、なかなか無いと思います。誰でも「仲間」と、大きな「やり
ても無くても大歓迎なので、興味があればぜひ、来てみてく
ださいね！

キャンパス創造委員会
皆さん初めまして！今年度東海大学湘南学生会キャン
パス創造委員会委員長、工学部動力機械工学科４年大塚
遼佑と申します。当委員会では、学生の為の福利厚生を信

生年月日

湘南公開セミナー委員会
皆さんこんにちは。正式名称はとても長いので公開セミ

置、卒業アルバムの作成を行っています。学生生活は自分

ダーツ、読書、音楽鑑賞
大学のいいところ 自分が望んで行
動すればなんでもできるところ

ベントがその手助けを出来れば本望です。

事務局長

政治経済学部
経済学科

を見ていると、
去年のことを思い出します。
生年月日

ひ投票してください！！また、選挙に興味のある人、実際に仕

から動かなきゃ始まらない！サークルでも、アルバイトで

柏本 賢

工学部
応用化学科

るかと思います。私もまだ大学に入り2年目で、新入生の皆さん

学生代表候補

細矢 芳和

工学部
応用化学科

佐藤 直人

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、様々な思いがあ

としてとても重要な役割を担っています。選挙の際にはぜ

１９８９年８月２５日生まれ
座右の銘 やらないで後悔するより
やって後悔しろ
趣味

あります。

食堂購買運営委員会

を行っています。この選挙は学生の数少ない意思繁栄の場

条に、学生アンケートやクリスマスイルミネーションの設

立っていて、どのサークルも有意義な活動を行っています。

文化部連合会一同心より皆さんをお待ちしてます。

学生代表候補

副会長等、学生会の6役職を決める学生会役員選挙の運営

がい」
「達成感」を得る事ができます。絶対です！！熱意があっ

バイクで日本一周！

皆さんには何かやりたいことがあると思いますが、そのや

ありますか？選挙管理委員会では主に、湘南学生会会長や

バイクでツーリング
夢

文化部連合会常任委員会

こんにちは！！選挙管理委員会です。突然ですが、あなたは
選挙に興味がありますか？または、実際に投票したことが

しかし学園祭実行委員会ほど「でっかい事」ができる場所

趣味

る仲間を大募集しています！
！

選挙管理委員会

１９８９年１２月２０日

大塚 遼佑

理学部
物理学科

田中 優

委員長

生年月日

ドトール

１９９１年３月１５日

ンパスには皆さんの学生生活をより充実させる個性豊かなサー

是非学生会室１までお越しください。そして、みなさんの

日本酒、杏露酒、カクテル
（特にカシスオレンジ）

工学部
精密工学科

工学部
材料科学科

中路 良介

星

な役割と責任を担う委員会であると考えております。監査

好きな酒

沖田 航太郎

望

会 長

委員会ではありませんが、学生会を運営するにあたり、重要

キャンパスライフが有意義になることを祈ります。

バスケットボール、カピバラ
さんグッズ集め
大学の良いところ 自分の行動力次
第で活躍できるフィールドが豊富
にある。
座右の銘 辛いこと苦しいことは、
嬉しいこと楽しいことの為にある。

所属

査、会計監査の３つです。年間を通して表立った活動をする

音楽鑑賞、webラジオ鑑賞、
雅楽演奏

趣味

いきたいと思います。

監査委員会委員長の伊東直希です。監査委員会の主な仕
事は湘南学生会を構成する全１２団体の活動監査、物品監

業務というものや学生会活動に少しでも興味のある方は、

生年月日 １９８９年４月２４日

体の合気道部に所属している一部員であり東海大学の学生

監 査 委 員 会

１９９０年２月５日

委員長候補

務めています沼生光一郎と申します。体育会は５５の団体

１９９０年１月２９日

生年月日
趣味

であります。ですので、わたしは多くある団体をしっかりと
生年月日
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理学部
数学科

工学部
電気電子工学科

沼生 光一郎

育

4

小久保 葉純

体

常任委員長

3

人間環境学科社会環境課程

ション実行委員会委員長の佐藤美咲です！私たちの委員会

監査委員会
選挙管理委員会
湘南公開セミナー委員会
キャンパス創造委員会
（会長陣・事務局）湘南学生会
建学際実行委員会
会議室
未使用
未使用
オリエンテーション実行委員会
管 理 室 食堂購買運営委員会

1

教養学部

みなさんご入学おめでとうございます！オリエンテー

委員長

伊東 直希

文学部
日本文学科

佐藤 美咲

委員長

ナーとさせて頂きます。公開セミナー委員会学生代表の細

も、学生会でもそれ以外でも、なんでもいいから自分が一
番興味を持てることを見つけてください。当委員会のイ

代表者会議事務局
「代表者会議事務局」と聞いても何をやっているのかイメージでき
ないと思います。簡単に説明すると 代表者会議 という会議を運営し

矢芳和です。私達公開セミナー委員会は、主に講演会を行っ

ています、他にも学生会の事務仕事をしています。また事務局は色々

ており、学生のみで企画や運営をしている組織です。当委員

な方と知り合うことも出来ます。これを読んで少しでも興味をもった

会はある意味企業に近いような機関です。ひと足先に企業

生年月日

方はぜひ1号館１階学生会室５まで来て下さい。お待ちしています！！

１９８９年１１月６日

のような体験をしてみたい方はぜひ公開セミナー委員会に

ギター、読書、その他多数
夢 守銭奴と言われようが多くの
お金を手にしたい。
（笑）

いわいです。最後になりますが、東海大学で勉強だけでなく

私立藤沢翔陵高校

色々な経験を得て卒業して欲しいです。

スポーツ観戦・テニス

つでも大歓迎です！
！

弱気は最大の敵

活を送って下さい！
！

趣味

座右の銘

ケセラセラ(ただし、自分で考え行動する）

来て欲しいです。また学生会にも興味を持って頂けるとさ

１９８８年１０月７日
出身高校
趣味

好きな言葉

せっかくの大学生活ですから、何か やってみませんか? 何
も やらないのはもったいないですよ。まずは一歩踏み出してみ
ましょう。そんな場所が学生会だと思ったらぜひ来て下さい。い
では、素晴らしい4年間のスタートを、そして素晴らしい大学生

