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＜はじめに(必読)＞ 

 

 この度、特別支援事業実行委員会ならびに特別事業部は、新入生を含む在校

生の皆様が課外自主活動を行う機会を得られるように、サークルブース企画を

行うことにしました。それに伴い、今回のサークルブース企画に参加する団体

の皆様にお願いがあります。 

 

近頃、再び新型コロナウイルスの感染者が増加しており、一部では第 3 波が

到来したとも言われています。そのようなコロナ禍においてサークルブース企

画を行うことになるため、責任者･副責任者だけでなくブース運営に関わる全

ての人に感染を防止することに対して強く意識を持ってもらう必要がありま

す。少しの気の緩みがクラスターの原因になる可能性は十分にあります。その

ため、新型コロナウイルス感染防止に対する意識を今一度団体内で高め、共有

していただきたく存じます。 

 

 新型コロナウイルス感染防止の観点から、以下の対策を実施します。 

  ・抽選・ガイダンスは全てオンラインで行います。 

  ・サークルブース運営に携わる全ての人に、サークルブース実施日の約 2 

週間前から当日まで毎日検温することを義務付けます。 

  ・出展日の備品貸出の際にアルコール消毒液・対面飛沫ガード・新入生来 

室記録名簿を配布します。 

   ※備品返却後に全て特別事業部員が消毒します。 
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・1 区画ごとに 2ｍ以上の間隔をあけてブースを設置します。 

       ・新入生が 1 つのブースに大人数で集まっていた場合、特別事業部員がそ 

の都度列整理を行います。 

  ・ブースを設置する東側広場は、昼食をとる学生が多いため、事前に 

Twitter アカウント「立命館大学特別事業部衣笠」(@rits_fes_kic)で、 

サークルブース企画の実施期間中は東側広場で昼食をとることを控える 

よう呼びかけます。 

  ・減点項目に次の内容を追加します。 

   ①出展中のマスク不装着 

②対面飛沫ガードの不使用 

③ビラ配り 

④ブースの区画内へ 4 人以上立ち入る 

⑤大勢で集まる 

⑥大声での勧誘 

⑦体温チェックシートに体温を記入していない者の勧誘活動 

⑧体温チェックシートをガイダンスの際に提出しない 

⑨体温チェックシートを備品貸出の際に提出しない 

⑩新入生来室記録名簿を提出しない 

   ※今回のサークルブース企画では手渡しや置き配布による一切のビラ配 

りを禁止します。ビラを使用した勧誘活動を見つけ次第、直ちに全て 

のビラを回収し、減点措置をとらせていただきます。 

 

 団体の皆様は、これらの対策に関して特別事業部から指示を受けた場合は必

ず従って下さい。特別事業部の指示に従わない場合、減点もしくは出展停止の

対応をとることがあります。ご了承下さい。 
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＜実施概要＞ 

 

サークルブースとは横 2.5m×縦 2.5m のスペースに長机 1 台、パイプ椅子 3 脚

(団体用に 2 脚、新入生用に 1 脚)を使用し、新入生に対して自団体の紹介を行

える企画のことです。 

サークルブースでは勧誘活動をすることができます。 

 

実施日時：12 月 21 日(月)～12 月 25 日(金) 11:30～14:00 

※1 団体につき原則 2 日間の出展とします。(出展日は抽選で決定し 

ます) 

※2 日間とも責任者もしくは副責任者は必ず参加して下さい。代理 

 人は認めません。 

※やむをえない事情があり、特別事業部が適切だと判断した場合に

限り、1 日のみの出展を認めます。ただし、12 月 13 日 (日)まで

にメールで申請があった団体のみを対象とします。13 日以降のメ

ールは認めません。 

 

貸出備品：長机 1 台・パイプ椅子 3 脚・出展許可証・新入生来室記録名簿 

アルコール消毒液 1 個・対面飛沫ガード 1 枚 

 

※サークルブースは 2020 年度立命館大学学友会所属団体でなければ出展できま

せん。 

※対面での活動を再開しているかどうかは問いません。 
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＜出展までの流れ＞ 

 

① WEB 申請の前に 

特別支援事業の一環としてサークルブース企画の他にも、データベース企画

も行われることになりました。 

 

【データベース企画とは】 

2020 年度、新型コロナウイルスの影響で課外自主活動団体に入部できてい

ない 1 回生のために団体の活動場所、現在の活動頻度、部員募集の可否、団

体の公式 Twitter やインスタグラムのアカウントなど、団体の現状を分かり

やすくまとめて、公開する企画です。 

 

  サークルブース企画に応募しようと考えている団体の皆様は、このデータベ

ース企画にも参加していただきます。下記のリンクにアクセスして情報を入

力してから、サークルブース企画の WEB 申請に進みましょう。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrND27Pamksn175_VGPe59X

tr0r-6BcGf9UXwl7N163vGsiQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrND27Pamksn175_VGPe59Xtr0r-6BcGf9UXwl7N163vGsiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrND27Pamksn175_VGPe59Xtr0r-6BcGf9UXwl7N163vGsiQ/viewform
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② WEB 申請 

受付期間：11 月 30 日(月)12:00～12 月 6 日(日)14:00 

この募集冊子をよく読んだ後、学友会 HP の「2020 年度特別支援事業衣笠

サークルブース WEB 申請について」に掲載されている WEB 申請フォーム

にアクセスして必要事項を入力して下さい。 

 

【注意事項】 

・団体名称は必ず正式名称で入力して下さい。 

・団体名の正式名称に「立命館大学」がある団体は入れ忘れないようにしま

しょう。 

・WEB 申請時の団体名と継続届に記載された団体名が異なっていた場合、

継続届に記載されている名称を優先します。 

・責任者・副責任者のメールアドレスは確実に連絡のつくアドレスを入力し

て下さい。 

・迷惑メールの設定をしている場合、各自で解除しておいて下さい。 

  ・今回のサークルブース企画では、重要なやり取りは主にメールで行いま

す。アドレスの入力ミスや迷惑メール設定のために特別事業部からのメー

ルが届かなかった場合でも、特別事業部は一切責任を負いません。ご了承

下さい。 

 

 

③ 抽選 

抽選結果発表日時：12 月 7 日(月)17:00 ～18:00 

新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、対面での抽選会は行わずに、 

全て特別事業部が抽選を行います。 
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抽選結果は上記の日時に、責任者・副責任者にメールにてお知らせします。 

必ずご確認下さい。 

※出展日・出展場所も同時に抽選します。 

 

当選した場合、メールに誓約書(Word データ)・体温チェックシート(Excel 

データ)・ガイダンスのお知らせを添付します。 

誓約書は、ダウンロード後にパソコン上で内容を入力して下さい。入力が完 

了したら、誓約書を添付して必ず特別事業部宛に折り返しメールを送って下 

さい。 

体温チェックシートには、12 月 7 日(月)から出展日まで、当日サークルブ 

ース運営に携わる全ての人の体温を毎日記録してもらいます。ガイダンス時 

と当日の備品貸出時、合わせて 2 度の提出を求めます。 

※詳しくは体温チェックシートをご覧下さい。 

 

【注意事項】 

       ・WEB 申請で入力された責任者・副責任者のメールアドレスが間違ってい 

た、もしくは迷惑メールの設定が解除できていなかったなどの理由で抽 

選結果のメールが届かなかった場合でも、特別事業部は一切責任を負い 

ません。ご了承下さい。 

・誓約書は 12 月 13 日(日)までに提出して下さい。期限までに提出しない 

場合、出展の権利を失います。 

    ・誓約書の「団体責任者名」とは、ブースを出展する上での責任者のこと

です。 
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④ メーリングリスト 

抽選で出展が確定した団体は順次メーリングリストに参加して頂くことにな

ります。このメーリングリストには WEB 申請時に記載された団体のブース

責任者・副責任者のアドレスを登録し、ガイダンス連絡や当日の雨天対応な

どの連絡をします。 

 

 

⑤ ガイダンス 

日 時：12 月 15 日(火)12:00～12 月 18 日(金)17:00 

抽選と同様に、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、対面でのガイ 

ダンスは行いません。PowerPoint を用いた動画を作成し、責任者・副責任 

者にレジュメと共にメールで 12 月 15 日(火)12:00 に送ります。 

 

さらに、動画・レジュメ以外にもガイダンス内容についての確認テスト 

(Google フォーム形式)も添付します。責任者・副責任者の 2 名は確認テス 

トを 12 月 18 日(金)17:00 までに必ず受験して(Google フォームに入力する) 

下さい。 

 

また、ここで体温チェックシートの 1 回目の提出を求めます。12 月 15 日

(火)12:00 にガイダンスのメールを受信したらすぐに体温チェックシートを

添付して 12 月 15 日(火)21:00 までに必ず特別事業部宛に折り返しメールを

送って下さい。 

※詳しは体温チェックシートをご覧下さい。 
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【注意事項】 

 ・確認テストは期間内であれば合格するまで何度も受けることができま 

す。 

     ・責任者・副責任者のうち、一方が期間内に確認テストに合格しても、も 

う一方が合格していなければ 2 点の減点措置をとります。必ず責任者・ 

副責任者の 2 名が合格しなければなりません。 

  ・期間内に確認テストに合格できなかった場合、2 点の減点措置をとりま

す。 

  ・確認テストを受けず、期間内に 1 度も提出しなかった場合、出展停止の

処分とします。 

  ・体温チェックシートを期間内に提出しなかった場合、3 点の減点措置を

とります。 

・体温チェックシートの中間提出の締め切りは 12 月 15 日(月)21:00、ガイ

ダンスの確認テストの締め切りは 12 月 18 日(金)17:00 です。お間違えの

無いようお願いします。 
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＜出展当日の流れ＞ 

 

① 出展場所の確認 

出展場所に行き、事前にお知らせしたブース番号と地面にマークされた番

号を照らし合わせて確認して下さい。また募集冊子に記載している配置図

も参照して下さい。 

 

 

②ブースの設営 

・今回のサークルブース企画では、新型コロナウイルス感染防止対策の観点 

から、例年のウェルカムフェスティバルのように音出し可能ブース・電力 

使用ブースを設置せず、一般ブースのみとします。一般ブースでは音出し 

や電力の使用はできません。 

※各自で用意した充電式の機器は使用可能ですが、発電機器の使用は不可 

 とします。 

 

・出展場所を確認したら、以学館西倉庫から貸出備品を借りて下さい。貸出

開始時間は 10:30 からです。1 人で運ぶことは困難なため、必ず 3 人以上

で来るようにして下さい。 

貸出備品は、1 団体につき長机 1 台・パイプ椅子 3 脚・出展許可証・新入 

生来室記録名簿・アルコール消毒液 1 個・対面飛沫ガード 1 枚です。各備 

品にマーキングがされていますので、剥がさないようにして下さい。ブー 

ス出展の際、出展許可証は長机の正面(新入生側)から見て右端に養生テープ 
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で貼付し、対面飛沫ガードも養生テープで固定して下さい。(養生テープは 

各自で用意して下さい。) 

・貸出の際は責任者もしくは副責任者の方の学生証とガイダンス時に配布し

た体温チェックシートが必要です。学生証がないと備品を貸出することは

できません。また、体温チェックシートを忘れた場合は出展できません。

注意して下さい。 

 ※体温チェックシートは出展日の 2 日とも提出して下さい。 

 

・学生証は貸出から返却までの間、お預かりしますのであらかじめご了承下 

さい。 

 

 

③サークルブース企画の開始 

サークルブースは 11:30 に一斉開始です。開始時間前の活動や、活動中に違

反行為(P.14~15 参照)をした場合は減点、または出展停止措置を取る場合が

あります。 

※出展中にトラブルが発生するなど、分からないことがあれば近くの特別事

業部員までお知らせ下さい。 
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④出展終了後 

借りた備品の返却(出展許可証も含みます)は 14:30 までに行って下さい。備

品はまとめて返却して下さい。備品の返却は 13:30 から行うことができるた

め、早めに備品返却を行うこともできます。 

 ※全団体が 14:30 間際に撤収を始めると、備品を返却する際にかなり混雑し

ます。混雑を防ぐためにも各自早めの撤収をして下さい。 

 ※出展終了時間は 14:00 なので、14:00 を過ぎたら必ず撤収準備を始めて下

さい。 
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＜禁止事項＞ 

 

サークルブース企画を安全に行うために、禁止事項を設けています。 

全出展団体の持ち点を 5 点とし、違反行為を行うたびに持ち点から減点してい

きます。持ち点が 0 になった時点でそれ以降の出展を取り消します。以下に記

述する行為は違反行為とみなします。 

なお、点数は期間中継続します。期間とは 12 月 7 日(月)17:00 から 12 月 25 日

(金)14:00 までを指します。 

 

◎マイナス 2 点 

・風紀を乱す行為  

・備品の不適切な使用 

・ブースの規定範囲から著しくはみ出す 

・決められたブース以外での出展 

・他団体の勧誘を妨げとなる行為   

・出展許可証を提示していない状態での出展 

・ガイダンス内容確認テストの期間内不合格 

・特別事業部員及び学生オフィスが不適切だと判断した場合 

 

 

◎マイナス 3 点 

・出展中のマスク不装着 

・対面飛沫ガードの不使用 

・ビラ配り 

・ブースの区画内へ 4 人以上立ち入る(新入生は含まない) 
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・大勢で集まる 

・大声での勧誘 

・体温チェックシートをガイダンスの際に提出しない 

・体温チェックシートに体温を記入していない者の勧誘活動 

・出展終了時間の 30 分後までに備品未返却 

・ブースを無人のまま放置する   

・ブースの区画内への食品の持ち込み及び食事 

・新入生に対する飲食物の配布 

・新入生に対する強引な勧誘   

・発電機器の使用  

 

 

◎即時出展取消しとする違反行為 

・飲酒   

・喫煙   

・火気などの危険物を取り扱った場合   

・特定の思想の強要、布教活動  

・商業行為   

・反社会的行為   

・近隣の住民に迷惑がかかる行為  

・ガイダンス内容確認テスト未受験 

・体温チェックシートを備品貸出の際に提出しない 

・新入生来室記録名簿を提出しない 

 

※サークルブース実施中に発生した貴重品の盗難などに関しましては、特別事

業部及び特別支援事業実行委員会は一切責任を負いません。 

※備品の放置を発見した場合はブースの責任者に連絡させていただきます。 
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＜出展場所マップ＞ 
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＜カレンダー＞ 
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＜チェックリスト＞ 

 

出展の際はこちらのチェックリストを参考にして、募集冊子をしっかり把握し

ていただくようにお願いします。 

 

◎WEB 申請 

 この募集冊子をよく読みましたか？ 

 継続届を出していますか？(出していない場合は出展できません) 

 学友会所属団体ですか？ 

 団体名を正式名称で入力しましたか？ 

 入力したメールアドレスに入力ミスはありませんか？ 

 入力したメールアドレスは普段よく使うアドレスですか？ 

 迷惑メールの設定は解除しましたか？ 

 

 

◎抽選 

配布物：誓約書・体温チェックシート・ガイダンスのお知らせ 

提出物：誓約書 

 抽選結果メールを受け取りましたか？ 

 当選後のメールに添付された誓約書データ(Word)をダウンロードして書き込

み、メールに添付して特別事業部に提出しましたか？ 
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◎ガイダンス 

配布物：動画・レジュメ・確認テスト 

提出物：確認テスト・体温チェックシート 

 募集冊子をよく読みましたか？ 

 動画を視聴しましたか？ 

 レジュメに目を通しましたか？ 

 体温チェックシートは提出しましたか？ 

 責任者・副責任者の 2 名は 12 月 18 日(金)17:00 までに、ガイダンス内容を

確認するテスト(Google フォーム形式)を受けましたか？ 

 

 

◎サークルブース出展 

 持ち物：責任者もしくは副責任者の学生証・体温チェックシート・養生テー 

     プ(1 巻きで足ります) 

 責任者もしくは副責任者の学生証は持参していますか？(備品返却時まで預

かります) 

 名前と体温を記入した体温チェックシートを持参していますか？ 

 3 人以上で借りに来ていますか？ 

 貸出備品は長机 1 台・パイプ椅子 3 脚・出展許可証・アルコール消毒液 1

個・対面飛沫ガード 1 枚です。 

 対面飛沫ガードは養生テープで長机に固定しましたか？ 

 備品返却は 14:30 までです。時間厳守でお願いします。 
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◎サークルブース出展終了後 

 備品はまとめて返却して下さい。(出展許可証も他の備品と一緒に返却して

下さい。) 
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個人情報に関する規約 

(目的) 

第 1条 

本規約は、中央事務局特別事業部（以下、「本事業部」）が活動上取得する個人情報の保護を目的とする。 

(定義) 

第 2条 

本規約において個人情報とは、個人に関する氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、学生証番

号などの個人を識別できる情報をいう。 

(責務) 

第 3条 

本事業部は、個人情報保護に関してこの規約を遵守する責を負う。 

(管理責任者) 

第 4条 

本事業部における個人情報保護の取得責任者として、本事業部部長を管理責任者に置く。 

第 5条 

管理責任者は、本事業部部員が本規約を遵守するように指導・監督する。 

(安全管理) 

第 6条 

本事業部は、第 3者から個人情報が閲覧されることのないよう厳重に管理する。 

(利用目的) 

第 7条 

本事業部は、新歓期における企画もしくは計画の立案及び運営を行う上で必要な業務に限って個人情報を利用す

る。 

(廃棄) 

第 8条 

本事業部は、前条で定めた全ての業務が終了した後、早急に個人情報を廃棄する。 

(第 3者提供) 

第 9条 

本事業部は、個人情報を第 3者に提供しない。 

第 10条 

前条に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、本事業部は個人情報を第 3者に提供することがある。 

1．提供者からの承諾を得た場合 

2．警察や裁判所などから事件捜査に関わる情報開示の依頼があった場合 

3．法令に基づく場合 



 

 

 

 
 

 

中央事務局特別事業部  

info@r-circle.net 

  

対応時間 13:00～17:00 

 

土・日・祝は原則対応しておりません 

 

 

お問い合わせ先 


