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見る︒一方阻止の中心勢力といわ

そＣ庄に厚往還載Ｃ祠趾の誂を

るから︑現時点において︑学内に

大経営を混乱せしめ︑破壊者であ

穴︒プ俘倶昭一尨旺退任狐は︑㈲

配当三点パラパラであることは賊

の参加がそ刺であり︑又日々の活

る︒駿台祭をはじめとする大学祭

面必μに汐死力壇こ海辺溥寸胴で皮

ある︒泥って︑大学の在り刀ＩＩ

一丿的にち経済的にも収入だ損失づＩ

入れることに︑賢明ではな勁回一

きた︒学友会はた了っに代表委員

の理由で︑講演会の順化を豊して

いか放棄し︑自己の詰回砧にき
ゅうき夕っ﹄となってい今

校舎の分断された状況が大学やサ
ークル活動にとって何を意味する
ものかｊＪを考える鰯を設ける必
要があろう︒第二点に昨年度来の
学生部長の溺にみられたサーク
ル活動不要論︑部ぶ不要論などに
顕著に貼られる︑我々の活前に対
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な管理︑運
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目付というところＪ教員に対す

する圧力が問題となる︒我々の活
動が大学にとって必要不可欠なも

林 義秀

吹奏楽部責任者兼マネジャー

ＵＩダー長

水越隆信

コンダクター兼会計
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会で検討した結果︑大学危機の突
破︑学生自治の擁護︑言論統制反

る教育委員会と同様の意味を有

のであることを確認すると共に尚
かつ我々有志間体の活旬が︑真に

ともあれ︑我々有志団体共通の

りをかけ

議し︑つい

青山学院

し︑勤・務評定をなすことにもな

対等の諸点から︑強囚な大衆協心

▼グエン・力才

ろう︒後者は︑各省庁︑各公共

運動を展開した︒

斗政権の崩壊は

八反勅文教政策ｙとは具体的な各

時間の問題︒民

場面で︑多彩な体面を装い︑柔軟

政移管は二重内

機関の資料を一括収集︑全情報
を網羅︒ＣＩＡ︵中央情報届︶

戦を抑えきれず
社会変革の炎を

在サークルの内部の問題となって

があろう︒そのことは︑第三点現

証しいものであるかを考える必要

いるサークル入の閉鎖性︑個立的
物の考え方︑無気力︑熊関心等︑
又あらゆる団体に︑入部する学生
の減少の問題とも深く関係ある問
題と士て考える必要があろう︒

↓一〇
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シコンか展開し

へ追い

回の抗議行動も

やられた学生のてソが爆発し︑デ
ート前の行動容顔ずべぐ引き厄
しヽ機動隊と二で三度激突・明

三十日朝六時乙︒昨夜おそく降
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の高い旭区を多数の小選挙区にＥ
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の原初形態ともいうべき存在︒

ＩＩＩ

Ｉ

消さない︒かと

心いって︑民政移管の不履行は請 戦時中同様の言論統制︑言論謂↓
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いが︑歴史の教えるところによる るのが︑小選挙区制︒人口蜜Ｎ
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二回の蓄蔵をかっている︒
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ペ
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ｙこれは女性週刊紙のタイトルだ ▼野党各派の猛反対を受けていい

ぱ

細分化するというものであるＥ

が︑その利点は︑旭区の実情に⇔

即した人が選ばれる︒へ初氷作

別当と共通の問題点に視点を置き
話し合いを通じて大学の︑社会の

くつもりづす︒

そして個人の発展の為に阻して竹
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