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2020年度特別支援事業 

団体企画募集冊子 
 

募集期間(受付期間) 

11 月 29 日(日)14:00～ 

   12 月 13 日(日)23:59 
 

企画開始日時 

12 月 17 日(木) 14：00～ 
 

受付場所 

学友会 HP 上
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◆目次◆ 
 

 

 

 

P.3      団体企画について 

P.4～6      団体企画募集概要 

P.7～10     企画実施までの流れ 

P.11～12  個人情報に関する規約 

P.13      用意する物一覧表 

 

 

 

～注意～ 
 

この冊子に記載している内容はすべて、 

団体企画を行うにあたって重要なこととなります。 

読み飛ばしのないようにお願いします！ 
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◆団体企画について◆ 
 

新型コロナの影響で昨年のような勧誘ができない状況が続

いており、例年よりも多くの新入生がサークル・部活への入

会・入部を諦めています。そして、各団体においては、｢新

入生がなかなか集まらない…｣といった悩みが解消されない

ままであり、団体の皆さまが日頃の成果を発表する機会は例

年より少なくなっていることが予想されます。 

 

そこで、WEB 上ではありますが、皆さんに団体の魅力を伝え

ていただく場を設けることとなりました。普段の団体企画の

形態とは異なりますが、皆さんに｢活動の成果の発表｣と｢活

動のさらなる発展｣を目指した企画と、最大限のアピールを

行っていただける場となっています。 

 

必ずしも新しい企画を考える必要はありません。日頃の活

動の様子を撮影したものでも構いません。今後の活動の発展

のために、この機会を利用してみませんか？この企画に参加

することで、今後の活動に活かせる何かがきっと得られるは

ずです。 

 

皆さんのご参加をお待ちしております。 



4 

 

◆団体企画募集概要◆ 
 

○はじめに 

提出いただいた企画につきましては、特別事業部による審

査後、実行委員会で作成した特設 HP(形式によっては

YouTube)に掲載いたします。 

 

※詳細は、P.7『企画実施までの流れ』に記載されている 

｢提出する企画について｣を参照下さい。 

 

○団体企画の掲載開始日時 

12 月 17 日(木) 14：00～ 

 

○団体企画を行うことができる団体 

・立命館大学学部生が主体となって活動する全ての団体 

例）学友会所属団体、ゼミや研究室など 

 

※以下の二つを必要条件とする 

1.団体責任者、副責任者が立命館大学学部生 

   2.団体構成メンバーの過半数が立命館大学学部生 

 

・本企画とは別に特別事業部データベース課の実施す

る、団体の活動状況等について集約するデータベース
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作成に対し情報提供が可能なこと 

 

※特別支援事業実行委員会および特別事業部では、団体の皆

様の活動内容などをまとめものを作成いたします。 

 

下記 URL からデータベース企画にも情報をご提供いただ

くようお願い致します。 

↓       ↓ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrND27Pam

ksn175_VGPe59Xtr0r-

6BcGf9UXwl7N163vGsiQ/viewform?usp=sf_link 

 

※動画での企画を提出される場合、YouTube によって削除

される等の事態を防止するため、必ず、「YouTube のポリ

シーとガイドラインの概要(YouTube)」を確認した上で

提出をお願いします。特に、「コミュニティガイドライ

ン」、「著作権」、「年齢制限のあるコンテンツ」について

は、重点的な確認を行ってください。 

また、演奏を行う、既存の音源を使用するなど、著作権

により保護される楽曲を企画内で使用する場合、必ず、

「動画投稿（共有）サイトでの音楽利用(JASRAC)」につ

いても確認を行って下さい。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrND27Pamksn175_VGPe59Xtr0r-6BcGf9UXwl7N163vGsiQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrND27Pamksn175_VGPe59Xtr0r-6BcGf9UXwl7N163vGsiQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrND27Pamksn175_VGPe59Xtr0r-6BcGf9UXwl7N163vGsiQ/viewform?usp=sf_link
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「YouTube のポリシーとガイドラインの概要」 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/cop

yright-guidelines?hl=ja#strategies-zippy-link-4 

「動画投稿（共有）サイトでの音楽利用(JASRAC)」 

https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie

.html 

 

  

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=ja#strategies-zippy-link-4
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=ja#strategies-zippy-link-4
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
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◆企画実施までの流れ◆ 
 

①受付 

 作成した企画を学友会 HP 上にて提出してください。 

 

 ☆受付期間 

  11 月 29 日(日)14：00～12月 13 日(日)23：59 

 

※以下のデータを受付時にご入力下さい。(掲載)がついた

データは団体企画とともに、特設 HP に掲載します。 

  □団体名(正式名称)(掲載) 

  □企画内容(字数制限なし) 

□団体紹介(200 字以内)(掲載) 

□団体責任者・副責任者の氏名 

□団体責任者・副責任者の電話番号・メールアドレス 

 

○提出する企画について 

提出する企画は、以下のように定めます。 

 

・mp4 形式又は PDF 出力したもの 

   例）PowerPoint → PDF 出力して提出 

  ・宣伝ビラといった広告内容を記載しないもの (あくま
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で本企画は団体の成果発表の場であり、勧誘や宣伝活

動を行う場ではないため) 

 

※提出いただいた企画が動画である場合は YouTube に

掲載し、リンクを特設 HP に掲載します。 

 

○YouTube への掲載について 

提出いただいた動画を YouTube に掲載した際に権利等

の理由で削除などの措置を受けた場合、責任者の方にご

連絡いたします。 

 

＊注意事項 

・期間外の受付は行いません。 

どうしても提出が出来ないなどの場合は、受付期間終了

前に特別事業部(mail:info@r-circle.net)までご連絡

をお願いします。 

・提出物に不備がないか提出前にご確認ください。 

 

②審査・承認 

提出いただいた団体企画の内容と禁止事項を確認し、 

企画が掲載可能であるかを特別事業部の方で判断します。 
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〔規定事項〕 

【禁止事項】 

・危険行為 

・差別的表現あるいは行為 

・公序良俗に反する表現あるいは行為 

・宗教的・政治的に過度な主張を行う企画内容 

・団体の活動内容に沿っていないと判断される企画内容 

 ・その他、特別支援事業実行委員会及び特別事業部が不適切だと 

判断すること 

 

規定事項中の禁止事項に抵触する内容が含まれると判断

した際には、企画内容の変更を求めますので、変更をし

た上で再度ご提出ください。企画内容の変更が見られな

い、変更が不可能な企画に関しては実施を許可いたしま

せんのでご了承ください。 

 

☆企画内容審査期間 

12 月 14 日(月)14：00～12 月 15 日(火)23：59 

 

※今回の団体企画は WEB 掲載のためヒアリング・ガイダンス

はございません。 
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③企画の実施 

皆さんに提出していただいた団体企画を WEB 上に掲載し

ます。最大限の工夫がなされた企画は新入生を始めとして、

多くの学生に活動の様子を知ってもらうきっかけとなる

でしょう。 

 

 ☆掲載開始日時 

  12 月 17 日(木)14：00～ 

 

○本企画における広告作成及び配布と宣伝について 

受付期間、審査期間、掲載期間のいかなる期間においても、

広告(ビラ・ポスター)の作成・配布、企画の宣伝は禁止さ

れています。 
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◆個人情報に関する規約◆ 
 
(目的) 

第１条 

本規約は、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、本事業部長を

管理責任者に置く。 

第５条 

管理責任者は、本事業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。 
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(利用目的) 

第７条 

本事業部は、特別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 
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◆用意する物◆ 
 

○提出する物 

□企画(mp4 形式又は PDF 出力したもの)(掲載) 

動画→YouTube に動画掲載後、特設 HP 上にリンクを掲載 

動画以外→特設 HP 上に掲載 

 

○受付時に入力するもの  ＊(掲載)以外は WEB に非掲載 

□団体名(正式名称)(掲載) 

□企画内容(字数制限なし) 

□団体紹介(200 字以内)(掲載) 

□団体責任者・副責任者の氏名 

□団体責任者・副責任者の電話番号・メールアドレス 

 

＊注意事項 

・不足や記載漏れがある場合、再度提出を求める場合が 

あります。 
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お問い合わせ先 

中央事務局特別事業部 

mail.info@r-circle.net まで 
※コロナウイルスの影響より、メール対応のみとさせていただきます。 

mailto:info@r-circle.net

