
学生団体 代表者様 
*The message in English follows Japanese. 
 
お世話になっております。 
全学学類・専門学群・代表者会議（以下、全代会）国際特別委員会の委員長を務めておりま
す、山口毅人です。 
 

現在、団体紹介パンフレットが課外活動団体と一般学生団体とで分けられていて、一度に
すべての学生団体の紹介を見ることができないこと、パンフレットは紙媒体で入学式の時
期にしか配られないため、気になったときにすぐ確認することができないことなどを解決
するために、すべての学生団体の情報を統合した Web 版のパンフレットを作成する事にな
りました。 

また、留学生がサークルの情報を得にくいという問題を解決するために、2 つのことを各
サークルにお願いしたいと思っております。 
 
① 各サークルの情報の英語化（Form⑪） 
サークルについての概要や、活動日などの情報を日本語だけでなく英語併記で表示してい
ただきたいです。 
 
②サークルの特徴を表すマークの付与 
サークルの特徴が簡単にわかるようにするため、3 種類のマークを付与したいと考えており
ます。 
⑴各サークルで活動するにあたって必要な日本語のレベル 
⑵各サークルの留学生の在籍状況 
⑶新入生の初心者と経験者の比率 
 
これにつきましては、添付したアンケートに回答していただきたいと思います。 
それぞれの回答結果に応じて、私たちのほうで、団体紹介のページにマークを添付します。 
 
こちらがアンケートになります。 
https://forms.gle/grtBUx8W8dge7NCs5 
日本人も留学生も楽しく大学生活を送れるよう、どうかご協力お願いいたします。 
アンケートの締め切りは 1 月 19 日です。 
 
----------------------------------------------------------------- 
マークに関するお問い合わせはこちらにお願いします。 
zdk@stb.tsukuba.ac.jp 
全代会 国際特別委員会委員長 山口毅人 
-------------------------------------------------- 



Dear Representative of Student Organization 
 
Thank you for your kind attention. 
My name is Taketo Yamaguchi, and I am the chairperson of the International Temporary 
Committee of All Colleges Students’ Representative Council 
 
Currently, pamphlets are divided between extracurricular activity groups and student groups, 
making it impossible to see the introduction of all groups at once, and pamphlets are only 
distributed during the entrance ceremony, so it is difficult to check them whenever you are 
interested. To solve this problem, we decided to create a web version of the pamphlet that 
integrates information on all student organizations. 
In addition, we would like to ask each circle to do two things to solve the problem that 
international students have difficulty in obtaining information about the circles. 
 
① Make information about each circle available in English. （Form⑪） 
We would like to ask each circle to display information about the circle, such as an outline and 
activity dates, not only in Japanese but also in English. 
 
②Marking of circle characteristics 
We would like to provide three types of marks to easily identify the characteristics of each 
circle. 
(1) The level of Japanese required for activities in each circle 
(2) The enrollment of international students in each circle 
(3) Ratio of beginners to experienced students. 
 
We would like to ask you to answer the attached questionnaire regarding this. 
Depending on the results of each response, we will attach a mark to the organization's 
introduction page. 
 
Here is the survey. 
https://forms.gle/grtBUx8W8dge7NCs5 
 
We would appreciate your cooperation so that both Japanese and international students can 
enjoy their university life. 
The deadline for the survey is January 19. 
------------------------------------------------------- 
For inquiries about the mark, please contact us. 
zdk@stb.tsukuba.ac.jp 
International Temporary Committee Chairperson, Taketo Yamaguchi 


