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2021 年度 新歓期 

ウェルカムフェスティバル 

OIC ステージ企画募集冊子 

【受付日時】3 月 16 日(火)14：00 

～3 月 22 日(月)23：59 

【受付方法】WEB 

【受付場所】学友会 HP(http://www.ritsumei.club/) 

【連絡先】MAIL:info@r-circle.net 

発行元：立命館大学中央事務局
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ステージ企画概要 
 

新入生・新 2回生に日々の練習の成果を見てもらう滅多にない機会です！ 

「新入生・新 2回生に普段の練習の成果を見てほしい、活動を紹介したい！」

そんな思いを抱いている団体の皆さん、ご応募お待ちしております！ 

 

 

 

＜ステージ企画実施場所＞ 

 

 

日時：4月 3日(土)・5日(月) 12時 45分～13時 25分 

場所：OIC B 棟 グランドホール 
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＜舞台図＞ 

 

 

 

＜募集団体・出演時間について＞ 

・募集団体は 2021 年度学友会所属団体であり、3 月 22 日(月)時点で大学

から対面での活動が認められている団体のみとします。 

・1団体あたりの発表時間は 10分とします（転換時間は含みません）。 

※  楽器を使用される団体の方は、受付時までに特別事業部までご相談   

ください。 

（お問い合わせ先は P.17を参照ください。） 

ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

＜控室・早着替えスペースについて＞ 

控室のご用意はありません。また、本年は早着替えスペースのご用意もあり

ません。ご了承ください。 

 

＜転換時間について＞ 

発表ごとに転換時間は原則 5 分とします。発表前後にインタビューを行い

ます。インタビュー内容は団体紹介・実績紹介を予定しております。 

 

 

 

約 14.5m 

約 10.9m 
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＜収録動画掲載について＞ 

新入生・新 2 回生がオンラインでも見られるようにするため、ステージ上

でのパフォーマンスを収録します。収録した動画は後日、YouTube及び新歓

実行委員会が実施する VRSNS 企画に投稿後、新歓特設 HP に URL を掲載

することを予定しております。そのため、収録した動画を上記のとおり利用す

ることを承諾いただきたいと思います。趣旨をご理解のうえ、ヒアリング時に

誓約書と共に同意書をご提出ください。動画のオンライン投稿を望まれない場

合は、ヒアリング時にその旨をお伝えください。 

 

また、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

パフォーマンスをおこなうようお願いします。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。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。 

・「YouTube のポリシーとガイドラインの概要」 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-

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 

 

 

＜感染症対策について＞ 

新型コロナウイルス感染防止のため、対策・制限を行って頂きますようお願

い致します。具体的な対策・制限については、P.6～７を参照ください。 

 

 

  

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
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ウェルカムフェスティバルまでの流れ 

① 受付 

日時：3月 16日（火）14:00～3 月 22日（月）23:59 

方法：WEB 

場所：学友会HP（https://www.ritsumei.club/） 

※詳しくは P.9～11をご確認ください。 

 

② 選考会 

日時：3月 23日（火）13:00～15:00 

※詳しくは P.12をご覧ください。 

 

③ 選考会通過団体発表 

日時：選考会後、選出された団体にのみ 3 月 24 日（水）までにメールにて企

画責任者に連絡します。 

 

④ ヒアリング 

日時：1回目：3 月 25日(木)、26日(金) 

2回目：3 月 29日(月)、30日(火) 

場所：Zoom 

※詳しくは P.13をご確認ください。 

 

⑤ リハーサル 

日時：4月 1日（木）13:00-16:00 （音出し可） 

 

⑥ 本番 

日時：4月 3日（土）、5日（月）12:10～12:55 

1団体あたり 10分 
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感染症対策について 
 

新型コロナウイルス感染防止のため、以下の対策・制限を行って頂きますよ

うお願い致します。 

 

① 3 月 22 日(月)時点で大学から対面による課外自主活動の再開を認めら

れていない団体の出演を認めません。 

 

② 出演者全員の体温および体調を記録して下さい。詳細は出演日によって

異なるため、注意して下さい。 

 

※体温記録シート（Excelファイル）は募集冊子に掲載または選考通過メ

ールに添付し配布します。 

 

③ 以下に該当する場合は出演を認めません。 

・咳や倦怠感、味覚異常等の新型コロナウイルス感染症に罹患している

疑いのある体調不良者 

・リハーサル、本番前 14 日以内に 37.5 度以上もしくは平熱より 1

度以上高い発熱があった者 

 

④ 演者同士が接触するような演出は行わないようにして下さい。（例外は認

めません。） 

 

【1 日目（4 月 3 日(土)）に出演する団体】 

3 月 18 日(木)～4 月 1 日(木)の期間、体温・体調を記録し、4

月 1 日(木)11 時までに特別事業部宛にメールで提出して下さ

い。また、4 月 2 日(金)・4 月 3 日(土)も記録し、4 月 3 日

(土)11 時までに特別事業部宛にメールで提出してください。 

 

【2 日目（4 月 5 日(月)）に出演する団体】 

3 月 18 日(木)～4 月 1 日(木)の期間、体温・体調を記録し、 

4 月 2 日(金)11 時までに特別事業部宛にメールで提出して下

さい。 

また、4 月 4 日(日)・4 月 5 日(月)も記録し、4 月 5 日(月)11

時までに特別事業部宛にメールで提出して下さい。 
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⑤ 過度な掛け声を伴うパフォーマンスは控えて下さい。 

 

⑥ 同時にステージに上がる人数は、パフォーマンス時において最低でも

1.5m 程度の距離をとることのできる人数(楽器未使用の場合、30 人程

度)として下さい。 

 

⑦ マスクの常時着用を必須とします。 

※マスクの着用ができないパフォーマンスを行う団体については、パフォ

ーマンス時のみフェイスシールドなどを着用するようにして下さい。 

※合唱団体等でフェイスシールドの着用もできない場合、歌手同士が向か

い合う配置は避けて下さい。また、歌手は原則として同一方向を向き、

演奏途中で移動しないでください。 

 

⑧ ステージ登壇前後は手指消毒をお願いします。 

 

 

また、受付の際にステージ企画当日における『新型コロナウイ

ルス感染防止対策について』(word ファイル)の提出をお願いし

ます。 

出演決定後、感染防止対策は学生オフィスの対面活動再開時の

担当職員に確認を依頼していただき、3 月 30 日(火)までに完

成させてください。感染防止対策について学生オフィスからの

許可が得られなかった場合は、出演団体決定後であっても出演

することはできません。ご了承ください。 

学友会 HP に掲載しているフォーマットをダウンロードし、 

ご利用ください。 
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出演に関する禁止事項 
 

①発表内での他人を誹謗・中傷する行為及び発言 

 

②発表内容が公序良俗に反するもの 

 

③宗教・政治的な発表 

 

④提出内容と異なる発表 

 

⑤ステージ上の機材・備品などの破損或いは破壊 

 

⑥P.6～P.7にある感染症対策を行わない 

 

⑦その他、特別事業部・新歓実行委員会が適切でないと判断した行為や発言 

 

 

※これらの事項に違反した場合は、ウェルカムフェスティバルへの出演を取り

消す、または破損した備品や機材の弁償などの厳しい処置をとらせていただ

きます。予めご了承ください。 
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受付について 

＜日時・場所＞ 

受付日時：3月 16日（火）14:00 ～ ３月 22日（月）23:59 

受付方法：WEB 

受付場所：学友会HP(https://ritsumei.club/) 

＜募集対象＞ 2021 年度学友会所属団体（有志団体を除く）かつ 3 月

22 日(月)時点で大学から対面での活動が認められている

団体 

＜募集団体数＞ 合計 4団体 

＜提出物＞ webとヒアリング時で提出するものが分かれています 

・出演応募用紙 

・新型コロナウイルス感染防止対策について(word ファイル) 

  学生オフィスの対面活動再開時の担当職員にも提出してください。 

・電力使用願（必要団体のみ） 

・企業協賛申請用紙（必要団体のみ） 

・パフォーマンス動画＜選考会用＞（mp4 形式） 

※詳細は P.12 参照 

・特別事業部の新歓特設 HP に掲載する団体紹介文（120 文字以

内） 

・特別事業部の Twitter・当日パンフレット・新歓特設 HP に掲載す

る団体紹介写真（1 枚） 
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※web 上（学友会 HP 上のリンク）で提出 

※提出内容を確認できるようにデータを残しておいてください。 

※パフォーマンス動画＜選考会用＞の映像は 5 分間の当日の発表

に出来るだけ近い内容で、団体の発表をまとめた内容であること 

※団体紹介写真は活動内容がわかる横向きのものに限ります。また、

当日パンフレットに掲載する写真はトリミングする可能性があ

ります。ご了承ください。 

 

＜受付の流れ＞ 

3 月 16 日(火)～3 月 2２日(月) 受付 

3 月 23 日(火) 選考会 

3 月 24 日(水) 出演団体決定・連絡 

 

＜受付方法＞ 

※受付は WEB 上で行いますので、ご注意ください。 

① 学友会 HP でステージ企画の募集冊子をダウンロードし、内

容を熟読して下さい。 
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② 学友会 HP で出演応募用紙（Excel ファイル）と新型コロナ

ウイルス感染対策について(word ファイル)をダウンロード

し、必要事項を記入後、受付期間中に以下の受付フォームに

アクセスして下さい。 

(学友会 HP にも受付フォームの URL は掲載しています。) 

URL： https://pro.form-mailer.jp/fms/ab44e41d219456 

▽受付期間 3 月 16 日(火)14:00～3 月 22 日(月) 23:59 

※本募集冊子はOIC の募集冊子となります。受付方法、受付期間等が他

のキャンパスと異なることがありますので衣笠キャンパスでの出演を

ご希望される方は当該募集冊子をご覧ください。 

 

③ 受付フォームで必要事項を記入し、必要書類を添付して送信

して下さい。 

※企業協賛を申請する団体は、学友会 HPに掲載している企業協賛申請 

書の必要事項をWord上ですべて入力し、受付フォームに添付してくださ

い。  

 

④ 受付完了メールに記載された OneDrive にログインし、選考

用のパフォーマンス動画を共有して下さい。 

 

⑤ 3 月 24 日（水）までに出演が決定した団体のみメールにて

企画責任者に連絡いたします。 
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選考会について 
＜実施場所・日時＞ 

日時：3月 23日（火）13:00～15:00 

場所：Zoom 

※選考会では出演候補者団体の皆さんの審査を行います。応募団体数が募集団

体数を上回らなかった場合は実施致しません。この場合選考会を実施しません

が、すべての応募団体の出場が決定する訳ではありません。 

 特別事業部と放送局で選考を行うため、選考会当日に参加頂く 

必要はありません。 

 

＜審査方法＞ 

受付の際に預かったパフォーマンス動画（過去映像でも可・５分以内・編集可）

を流し、特別事業部と立命館大学放送局で以下の選考基準に基づき設定された

得点をつけます。 

(点数開示は致しません。予めご了承ください。) 

 

選考基準 

① ステージに適しており、観客である新入生および新２回生を楽しませるこ

とができる内容になっているか 

② 新型コロナウイルス感染リスクが最小限に抑えられているか 

合計 20点満点（各 10点） 

※ただしステージ全体の構成を考慮した上で選考します。 

 

選考結果について 

出演が決まった場合のみ、3月 24日（水）までに企画責任者の電話及びメー

ルにてお知らせ致します。 



13 

 

ヒアリングについて 
特別事業部及び立命館大学放送局によるヒアリングを 2回行います。 

 

＜ヒアリング場所・日時＞ 

日程： 1回目：3 月 25日(木)、26日(金) 

2回目：3 月 29日(月)、30日(火) 

        ※1団体あたり 15分 

場所： Zoom 

 

＜提出物＞（選考通過メールに添付させていただきます） 

・誓約書 

・収録動画利用に関する同意書 

・企業協賛誓約書（必要団体のみ） 

※誓約書、収録動画利用に関する動画、企業協賛誓約書は必要事項

を記入し、特別事業部宛にメールで提出 

 

＜ヒアリングに関する注意事項＞ 

・時間厳守でお願い致します。 

・万が一遅れる場合は以下の問い合わせ先（P.17）に連絡するようにして 

 下さい。 

・ヒアリングには発表内容が分かる方を含めた 2人で参加して下さい。 

 また 1回目と 2回目は同じ方が参加するようにして下さい。もし不可能で

あれば必ずヒアリング内容を共有してください。 

・ヒアリングに無断欠席された場合、出演取り消しを含む措置をとる可能性

がございます。予めご了承ください。  
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企業協賛ガイドライン  

  

▼団体が企業から受けることができる協賛  

・企画でパンフレットやビラなどを作成する際の広告の掲載料ないし作成料。  

・企画で景品などに使う物品の提供。  

・企画で使用する物品の無償での借用、あるいは提供。  

・企画運営のための資金の提供。 

・企画運営のための技術提供等広範な支援。  

※ただし上記の協賛によって企画における学生の自主性を損なう、もしくは企

画が学生活動の域を大きく超える規模に達する原因になると特別事業部が判

断した場合は認めないこととする。  

  

▼企業が協賛の対価として行えること  

・企業名等の公表  

ポスター、ビラ、パンフレット、HP、SNS などにおける企業名等の掲載。  

・企画内での紹介  

ただし、企業の紹介は団体に所属する学生のみができることとする。  

・企画内で使用・配布する商品の展示  

・企画の情宣や団体の勧誘がメインになっているビラやフライヤー等への広告

掲載 

・賞品としての企業商品のサンプルの配布  

  

▼企業が協賛の対価として行えないこと(当日のみでなく事前情宣も含む)  

・営利目的の商業行為。（キャンパス構内での物品の販売や契約行為など）  

・企業の方が企画に出演し、企業の宣伝等をすること。  

・企業ブースの展開。（企業のために構内の一定場所を提供すること）  

・アンケートの実施。（ただし、特別事業部が許可し、企業協賛の効果をはかる

ものかつ対象を企画参加者のみとする場合は例外的に認める。）  

・求人広告の打ち出し。（特定の職種に限らず、すべての職種に対し適用する。）  

・不動産広告（ただし企業名のみの情宣は可能とする。）  

・企業の服（制服など）を学生に着てもらうこと。（ただし、企業の服でない衣

装を借りることは可能とする。）  

・その他、特別事業部が不適切だと判断したもの。  

  

  



15 

 

  

▼その他  

・配布物やメディア媒体に関しては、特別事業部の許可を得たものに限る。  

ただし、必ず公表以前に配布物やメディア媒体の見本を特別事業部に提出、報

告すること。  

・事前に行う配布物やメディア媒体等の許可申請の際に、広告量が後述の許可範

囲以下であっても、営利色が強いと特別事業部が判断した場合は、注意・警告

を行うことがある。  

・企業関係者は原則入構禁止とする。しかし、特別事業部の許可を得たうえ、学

生オフィスに申請された団体に限り、企業関係者による入構を認める。  

・企業が作成したビラ等の配布などは禁止する。ただし、ビラの掲載内容・デザ

イン等の内容が団体自身で考えたものであれば、印刷業者への発注は認める。  

・配布物については必ず入稿前もしくは印刷前に特別事業部に見本を必ず提出 

すること。  

  

▼広告掲載の具体的な許容範囲について   

●ポスター(貼りビラを含む)・・・1/2未満  

●片面ビラ・・・1/2未満  

●両面ビラ・・・全体の 1/2未満  

 片面全面掲載は不可  

●パンフレット・・・全体の 1/2未満  

加えて表表紙自体の 1/2未満でなければならない。  

●ポケットティッシュ・・・全体の 1/2未満  

印刷などデザインを施した部分を全体とする。ビラ等を入れる場合もポケッ

トティッシュの規定通りとする。  

●映像・音声などのメディア媒体における企業協賛において以下の範囲を決め

る。  

・映像・・・静止画の場合は全面積の 1/4 以下とする。  

      動画の場合は放映時間が 30秒以下の場合は全体の 1/5秒以下

とし、30秒より長い場合は特別事業部でその妥当性を判断す

る。また、動画中に静止画が表示される場合は、静止画の面積

は、画面の全面積の 1/4以下とし、静止画表示中を含めた放映

時間が 30秒以下の場合は全体の 1/5秒以下とする。また、30

秒より長い場合は特別事業部でその妥当性を判断する。  

・音声・・・放送時間が 40秒以下の場合は全体の 1/5秒以下とし、40秒

より長い場合は特別事業部でその妥当性を判断する。  
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※映像・音声に関しては、事前に見本を持参のもと特別事業部に相談しても

らう。 

※上記以外の情宣物・企画などでの使用物などの場合は全体の 1/4以下とす

る。なお、ポスター等上記の情宣物・使用物に類似するものと認められる場

合には上記規定を準用する。 

  

▼注意事項   

・必ず、企業協賛を希望する場合は、事前に企業協賛申請用紙と企業協賛誓約

書と見本を特別事業部に提出すること。 

※許可されていないものは配布、展示できません。 
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問い合わせ先 
 

OIC A 棟 3F 

スチューデントラウンジ 学友会カウンター 

メール：info@r-circle.net 

 

※お問い合わせはメールでのみ対応させていただきます。 

ご了承ください。 
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個人情報に関する規約 

以下は、特別事業部が定めたものである。 

 

第 1 条 目的 

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に関して規

定するものである。 

 

第 2 条 定義 

本規約において個人情報とは、個人に関する氏名、住所、電話番号、 

メールアドレス、学生証番号等の個人を識別できる情報をいう。 

 

第 3 条 責務 

本事業部は、個人情報の保護に関してこの規約を遵守する責を負う。 

 

第 4 条 管理責任者に関して 

本事業部における個人情報の取扱責任者として、本事業部部長を管理責任者に置く。

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・監督を行う。 

 

第 5 条 安全管理 

本事業部は、第三者から個人情報が閲覧されることのないように厳重に管理 

する。 

 

第 6 条 利用目的 

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。 

 

第 7 条 廃棄 

本事業部は、前条で定めたすべての業務が終了した後、個人情報を廃棄する。 

 

第 8 条 第三者提供 

本事業部は、個人情報を第三者に提供しない。ただし、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三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警察や裁判所等から情報開示の依頼があった場合 

③法令に基づく場合 

 


