
2017 年度 学生大会 

決議案集 
（本議案集） 

 

 

2017 年 6 月 28 日（水）実施  会場：4 号館 D101 教室 

開場：12 時 20 分  

開始：13 時 00 分  終了：14 時 30分（予定） 

 

 

備考： 議場閉鎖中はいかなる理由があっても入退場できません。 

あらかじめご承知おきください。 

 

 

東京経済大学 学生会 
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まえがき 
 

◼ 学生大会について 

毎年 6 月に開催されている学生大会（以下、本大会）は「学生会の最高議決機関であ

り、全学生の最高意思決定機関」です。本大会で扱われる決議案は本学の学生である皆

さんから募った意見を元に作成され、本大会で可決されることにより、全学生の総意と

して認められます。これまでの本大会では「web 履修登録の実施」や「学内バリアフリ

ー化」が実現となりました。 

現在、大学に学生の意見を反映するための組織や機会を持たない大学が存在していま

す。しかし、本学は本大会を通して学生の意見を大学に伝えることができます。つまり、

皆さん一人一人が「より良い東京経済大学」について考え、意見を出していくことが重

要なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

学生会年度総括及び所信表明 
 

昨年度、学生会執行部では、学費の情報開示の広報強化と使途の明確化を大学側に求め

ました。本学の学費は 2012 年度、2016 年度で 5 万円ずつ増額されており、近年で大幅な

増額がされてきました。しかし、学生会執行部が行ったアンケートによると「学費の増額

を知らない」「財務資料を見たことがない」という学生が多くいることが問題でした。今年

度からは収入や支出、貸借対照表の過去 5 年間の経年比較が追加されており、年ごとの各

項目の比較がしやすくなっています。昨年の学長対談で要望した「TKU ポータルで事業報

告書の広報をする」はまだ実現されていないため、継続して大学側に要求していきます。 

また、学生からの声が多かった冷暖房に関しても管財課と交渉し、今年度から試験的に

冷房の基準温度が 25 度（昨年度比マイナス 1 度）に下がっています。今後も情報開示の促

進や環境改善などに努めていきます。 

そして、2009 年から始まった「教科書リサイクル」は、8 年目を迎えたことで教科書の

寄付数も増え、4 月の配布時には過去最高となる約 150 名の学生にご利用いただきました。

今後も広報活動を積極的に行うとともに、企画改善を図っていきます。 

今年度に 12 年目を迎えた「総合教育科目紹介集 CS-Tokei」は、多くの教授の方々にご

協力いただいたことで 2016 年度版より 8 講義を増やすことが出来、学生からの要望に応え

ることができました。また、企画ページでは毎年好評を頂いている「東経大生の時間割を

見てみよう！」に加え、「東経大 施設紹介」を特集し、講義紹介以外の部分でも有益な情

報を新入生に届けられたのではないかと考えております。そして、今後はより多くの学生

に配布し、講義数の増加と企画、デザインの充実を図っていきます。 

 葵祭では、葵祭実行委員会、新聞会、文化会との合同企画「アーティストライブ」にて、

昨年度には Chay さんをお呼びし、大変活気のある企画となりました。また、来場して下さ

った方々には、開催記念品として「葵祭タオル」を配布いたしました。タオルのデザイン

は、TKU ポータル等で学生から公募を行いましたが、応募者数が少なかったため、Word

形式のファイルでも受付が出来るようにするなど、対策を取りたいと考えています。 

 最後に、学生会執行部では学生の皆さんの生活がより良いものとなるよう、大学や学生

自治団体との連携をより一層図り活動を続けていきます。今後もご理解ご協力の程、よろ

しくお願い申し上げます。 

2017年 6月 28日(水) 

第 67代学生会執行部 

第 67代学生会長 大平 優作 
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第一決議案 可動式の机・椅子導入について 

【提起理由】 

近年の大学では、学生参加型の能動的な講義体制を重視する傾向が見られる。その例と

して、アクティブラーニング1やグループワークがあげられる。本学でもそのような講義を

したいという教授の声も少数ではあるが見受けられた。また、学生団体からは固定式の机・

椅子が設置してある教室においてイベントなどで使用する際に、可動式の机・椅子の方が

良いという声もあがっている。 

以上のことから学生会執行部（以下、執行部）では、一部の小・中教室を可動式の机・

椅子を導入すべきだと考え、提起するに至った。 

 

【現状・解説】 

 本学において、可動式の机・椅子が導入されている教室は、１号館、２号館、５号館、

６号館の演習室で計２２室、１号館、２号館、６号館の語学教室で計１９室となっている。

このことから、小教室ではほぼ可動式の机・椅子が導入されている。しかし、可動式の机・

椅子に関して本学と学生の認識が異なっていると考えられる。 

執行部が学生に対して実施したアンケートによると、固定式の机・椅子がある小教室で

「特に不便を感じた理由とその教室はどこですか」という質問に対して、一部の学生から

本学が可動式の机・椅子と認識している教室があげられた。このことから、可動式の机・

椅子でも不便を感じている教室が存在していることが分かった。例に B102 教室や B103 教

室などは、机が重い上にキャスターがついておらず、可動式とは言えないのではないだろ

うか。 

さらに、学生団体の活動においても企画の展示や発表をする際、有効的に活用すること

が出来ると考えられる。具体的に葵祭実行委員会では、葵祭期間中に B102〜B105教室・B202

〜B205教室を展示で使用する際、B101教室・B201教室に机・椅子を移動している。その際、

机を置くスペースがなく、B101 教室の机の上に乗せているので危険であるとの声があがっ

ている。また、文化会本部でも新歓期間中に行っている「文化会ナビゲーション」におい

て、B101 教室を使用している。昨年は、教室が満員になるほど、新入生が参加したため、

ほぼ満席になったこともあった。 

そこで、B101 教室に可動式の机・椅子を導入すれば、机・椅子を置ける場所の確保や安

全に移動でき、不測の事態が起きた場合でも周囲の教室が可動式の机・椅子であれば、座

席数も増やすことができる。 

このことから、B102・B103教室のような机にキャスターを付けて動かしやすくすること、

B101・B201教室に可動式の机・椅子を導入することを要求する。 

 
1 アクティブラーニングとは、考える力を活性化させる授業体系を示し、例えば講義で習っ

たことを実際に使って話し合ってみるといった、学生主体の新しい授業形態を指す。 
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【要求項目】 

●小教室（B102教室など）の机にキャスターを付け、動かしやすくすること。 

●B101・B201教室に可動式の机・椅子を導入すること。 
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【簡易決議案】 継続して要求する議案 
 

 簡易決議案は、過去の学生大会において既に可決されたものです。未だ改善されていな

い部分において、継続して要求すべきか再度決議することで、意思の確認をするものです。 

 決議は項目ごとに挙手で行います。事前に内容を読み、継続して要求すべきか検討して

ください。 

 

番号 決議内容 

1 
学費の使い道や情報開示の広報活動をした上で、学費の増額をこれ以上行わな

いこと。 

解説 

2016 年度学生大会にて要求されました。本学では、2012 年度、2016 年度で

学費が 5 万円ずつ増額されています。今後増額が行われないように、まず事業

報告書や財務資料の見やすさや広報活動を要求していきます。 

2 老朽化したトイレに対して適宜改修を行うこと。 

解説 

2009 年度学生大会にて要求しました。2011 年度から、1 号館を始めとして構

内トイレの改修が行われました。今年度は、6 号館の和式トイレを洋式に改修

していきます。 

3 学生行事に伴う休講・公欠等について必要に応じて適切な措置を行うこと。 

解説 

2007 年度学生大会にて要求しました。現状、教授によって授業方針が異なる

ため、共通の休講措置制度は設けることは困難となっています。昨年度、本学

HP に「やむをえない授業の欠席について」のページが追加され、欠席につい

ての詳細が分かりやすくなりました。 

4 
生協（テリア）におけるメニューに野菜を多く使う。また、価格を安くするこ

と。 

解説 

2005 年度学生大会にて要求しました。ご当地フェアやバトル企画、大学内の

畑で育てた野菜を利用したメニューなどで、価格を抑えながらメニューを増や

す対策が行われています。しかし、券売機形式の食堂であるため、ボタンの数

がメニューの数の限界であり、増やすことが困難です。 

 

採決の結果は後日、学生厚生会館前（生協横）の学生掲示板に掲示します。 
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第６８代三役及び執行委員選挙 
 

<選挙概要> 

現在活動を行っている第６７代執行部は２０１７年９月末日をもって任期満了となるた

め、新たな三役および執行委員を選出するため選挙を実施する。 

選挙管理委員会では、被選挙人を募集したところ以下の立候補があった。いずれも定数

内のため信任投票を行う。 

 

1.選挙される区分 

 

<三役職> 

会長１名、副会長若干名、書記長１名 

 

<執行委員> 

執行委員１０名まで 

 

 

 

 

2.立候補者一覧 

 

役職名 学籍番号 立候補者氏名 

会長 15E0387 塚本雄大 

副会長 

15E0033 稲井悠人 

16E0521 安部一壽也 

16E0359 小出裕樹 

書記長 17B0120 張本麗愛 

執行委員 

16B0020 小泉匡史郎 

16B0378 近太一 

16B0555 松本乃愛 

17E0429 赤瀨増喜 

17L1168 向井智哉 

 

 

 



8 
 

【立候補者抱負文面】 

※立候補届出用紙に記入された抱負文章を原文のまま記載しています。 

 

＜会長＞ 

塚本雄大（経済学部 3 年） 

 他の学生団体や職員と協力し学生 1 人 1 人の為になるような活動をしていきます。よろ

しくお願い致します。 

 

＜副会長＞ 

稲井悠人（経済学部 3 年） 

 昨年、一昨年は、執行委員を務めましたが、今年は副会長として会長のサポートをしつ

つ、活動に一生懸命取り組んでいきますので、よろしくお願いします。 

 

安部一壽也（経済学部 2 年） 

昨年の経験を生かし、執行部の一員として、有意義な活動をしたいです。 

 

小出裕樹（経済学部 2 年） 

 昨年執行委員として培ってきた経験を生かし、会長のサポートをして、学生会の活動を

より活気のあるものにしたいと思います。そして、本学学生のよりよい大学生活のために、

粉骨砕身して職務に専念していきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

＜書記長＞ 

張本麗愛（経営学部 1 年） 

 書記長として学生会の活動に励み、学生の皆さんにより良い大学生活を送っていただけ

るよう尽力します。よろしくお願いいたします。 

 

＜執行委員＞ 

小泉匡史郎（経営学部 2 年） 

 今年は去年の反省と経験を活かし、新一年生のサポートをしながら、新三年生と協力し

合って学生会の職務に尽力していく所存です。東経大生のため母校のために骨身を惜しま

ずに精一杯の努力を継続して参りますのでどうかみな様の清き一票を宜しくお願い致しま

す。 

 

近太一（経営学部 2 年） 

 昨年度の経験を生かして、今年度は少しでも力になれるよう頑張りますので、よろしく

お願いします。 
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松本乃愛（経営学部 2 年） 

 当選した際には学生の皆さんの大学生活の向上に尽力していきます。よろしくお願いい

たします。 

 

赤瀨増喜（経済学部 1 年） 

 やりがいある仕事をしたいと考え、学生会に身を置くことを希望しました。学生生活を

より良いものに出来るよう尽力させていただきたいと強く思っています。したがって、積

極的に先輩方から学び、早く仕事を覚えるよう心掛けます。どうぞよろしくお願いします。 

 

向井智哉（現代法学部 1 年） 

 まだ、入学して 2 ヶ月と日が浅く、わからないことや至らぬ点も多いかと思いますが、

先輩方が行っている業務に積極的に参加し、来年度やそれ以降に繋げていきたいと思って

います。よろしくお願いします。 
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あとがき 

 

 本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。本大会で採決されたもの

は、学生会執行部が大学に対して要求していきます。 

 今後、学生会執行部では大学が発行する事業報告書の精査や、喫煙所問題等の重要課題

の解決を図っていきます。学生の皆さんに対しては「総合教育科目紹介集 CS-Tokei」の発

行や教科書リサイクルなどの企画、自習スペースの新設などを通して学生生活を応援し、

精力的な活動を行ってまいります。皆さんもぜひ、本大会をきっかけに大学をより良くし

ていくためには何をすべきかを考え、意見等ありましたら学生会執行部が行うアンケート

等でお聞かせください。 

 最後になりますが、本大会に参加していただいた学生の皆さん、並びに大会開催のため

にご協力をいただいた皆様に深く感謝を申し上げます。今後とも学生会執行部をよろしく

お願い致します。 

 

第 67 代学生会長 大平 優作 
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