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立命館大学校友会（学校法人立命館 総務部 校友・父母課）

立命館大学校友会は　「2021年度立命館大学学園祭」　を応援しています

〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町1　TEL：075-813-8216　FAX：075-813-8217
https://alumni.ritsumei.jp/

立命館大学校友会は約38万人の立命館大学・大学院の卒業生・修了生や教職員で構成する組織で、2019年に100周年を迎えました。
ビジョンにもとづいた、校友一人ひとりの行動により校友会の未来を生みだしていきます。

https://www.facebook.com/ralumni https://twitter.com/ritsumei_alumniFacebook Twitter

応援しよう、
個のかがやきを。

未来を生みだす、
立命のきずな。

私たちは、未来の校友である皆さんが、
コロナ禍を乗り越えて開催される今年の学園祭を通じて、

そ の友情をい っ そ  う 深め、　これから もつながり 続ける　「絆」　を
育んでも らいたいと考えています。

校友会活動ビジョン
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お問い合わせ

立命館大学学友会中央事務局特別事業部（衣笠） tel.075-465-7891 衣笠祭典本部 tel.075-465-7891
立命館大学学友会中央事務局特別事業部（OIC） tel.072-665-2140 OIC祭典本部 tel.072-665-2140

※その他、何かお困りのことがありましたら、お気軽に祭典本部までお越しください。

!
学園祭にご来場いただくにあたって
ATTENTION

・ 天災等の事情により開催が困難な場合は企画の一
　 部、もしくは全てを中止させていただく場合がご
　 ざいます。あらかじめご了承ください。

・ 当学園祭ではスタッフの指示に従っていただきま
　 すようお願い申し上げます。

・ 都合により内容は変更になる場合がございます。

・ 広報媒体へ掲載するため学園祭の風景を予告なし
　 に撮影する場合がございます。また、撮影した写
　 真または、映像は今後の広報物作製の際に使用す
　 る場合がございます。あらかじめご了承ください。
　 何か問題がございましたら、下記のお問い合わせ
　 先までご連絡ください。

1.  ご理解いただきたいこと

2.  ご注意いただきたいこと

・ 例年、学園祭当日に盗難や置き引きが発生してお
　 り万一盗難・紛失・事故等が発生した場合も実行
 　委員会では責任を負いかねます。

・ 悪質な勧誘について
　 サークル・ボランティア団体、OB・OGを装い、
　 強引な勧誘や個人情報を聞き出そうとする個人や
　 団体にご注意ください。学園祭当日に不審な方を
　 見かけられたらすぐに祭典本部までご連絡くださ
　 い。また勧誘等を目的とした学外者の立ち入りは
　 禁止しております。

3.  お守りいただきたいこと

・ 飲酒について
　 立命館大学学園祭では、構内の飲食店を除きアルコール飲
　 料（ノンアルコールを含む）の販売や飲酒を禁止しており
　 ます。また学外からの持ち込みも禁止しております。飲酒
　 をされた状態での来場はご遠慮ください。
・ 喫煙について
　 立命館大学ではキャンパス全面禁煙となっております。構
　 内及び近隣での喫煙はご遠慮ください。
・ 車両の入構はできません。また、駐車場・駐輪場はござい
　 ませんので公共交通機関でお越しください。キャンパス周
　 辺への無断駐車・駐輪は絶対におやめください。
・ 学園祭中に発生したゴミはキャンパス内の所定のゴミ箱に
　 お捨てください。
・ 当日の施設について
　 学園祭当日は一部の施設で研究及び授業を行っています。
　 学園祭で使用していない建物への立ち入りはご遠慮くださ
　 い。

4.  お体の不自由な方へ

　本学では全ての来場者の方に祭典をお楽しみいただけるよう
多目的トイレ、休憩所等様々な設備をご用意しております。
　本学のホームページ内ではバリアフリーマップを公開してお
ります。
　また、何らかのサポートを希望される場合は、事前に以下の
お問い合わせ先から特別事業部までご連絡ください。

http://www.ritsumei.ac.jp/drc/map/

立命館大学  障害学生支援室
学内のバリアフリー  バリアフリーマップ

《学園祭お問い合わせ先》

立命館大学学友会中央事務局特別事業部（BKC） tel.077-561-3990 BKC祭典本部 tel.077-561-5001



立命館大学は京都、大阪、滋賀にそれぞれキャンパス
を構えています。そしてそれぞれのキャンパスには独
自の文化が存在しています。学問と文化・芸術の町で
ある京都に佇む、伝統の衣笠キャンパス。都市型の立
地を活かし、地域密着に根ざした大阪いばらきキャン
パス。広大な土地を有し、国際水準の「文理融合型キャ
ンパス」の創造を目指すびわこ・くさつキャンパス。
3 つのキャンパス独自の文化はそこに通う学生はもちろ
んのこと 430 にものぼる団体が育んできた歴史です。
学生はもちろんのこと、来場者の皆様にもこれまでに
体感したことのない「立命館大学生がつくりだす世界」
を味わうことができる、立命館大学ならではの学園祭
を存分にお楽しみください。

今年の学園祭は、

11 月 14 日 （日） 衣笠キャンパス、

11 月 28 日 （日） 大阪いばらきキャンパス、

12 月 12 日 （日） びわこ ・ くさつキャンパスで開催されます。

今年のテーマは 「Re:Start.」。

「再始動」 にふさわしい生まれ変わった新たな学園祭を

創り上げたいという思いが込められています。

���祭典

11.28 SUN
11：00 ～ 18：30

衣笠祭典

11.14 SUN
11：00 ～ 18：30

12.12 SUN
10：00 ～ 19：00

���祭典

【ロゴマークについて】

　今年の学園祭のテーマロゴを作成させていただきました。

「Re ： Start」 というテーマが持つ意味を表すため、 新しさや力強さを意識した

デザインにしたいと考えました。

そこで、 海外発祥のスプレーなどで壁面に描かれる、 “落書き” を意味する

グラフィティアートを取り入れたロゴをデザインしました。

また、 ３キャンパスを象徴するカラーを印象的に使用し、 一体感を表しています。

製作者

映像学部　3回生

力丸珠璃
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とりま、

ティバる？
FestivaLive!とは

ココが見どころ！
1.ステージ企画の出演団体が登場！
2. 団体によるここだけの
　スペシャルパフォーマンス！
3. 学園祭のウラガワも……！？

テーマ「映像で人と人を繋ぐ」
こんな時だからこそ希望のタスキになりたい。

「学園祭に行きたくても、行けない！」そんなあなたへ

インターネット配信で学園祭の様子をお届けします！

11/14
(Sun)
衣笠祭典

12/12
(Sun)

BKC祭典

11/28
(Sun)
OIC 祭典

立命館大学学友会
映像学部自治会

YouTube ニコニコ生放送

Twitter
@festiva_live

Instagram
festivalive2021

FestivaLive!
ホームページ

配信はここから！

チャンネル登録とフォロー
お願いします！
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01
十二分屋 草津店
ラーメンが 11 種類
つけ麺が 3 種類
油そばが 1 種類
とメニューが豊富になっております。
あなたにとって最高の一杯が見つかりますよ。
ご来店、お待ちしております。
営業時間：［平日］11:00 ～ 15:00、16:00 ～ 21:00［土・日・祝］11:00 ～ 21:00
TEL：077-598-1100　HP：http://twitter.com/owarinaki_men?s=09

03
たなぼた

営業時間：[ 土日祝 ] ランチ営業 11:50~14:30 (L.O 14:00) 
  [ 通常 ]17:00~23:00 (L.O 22:30)   定休日 : 毎週火曜日 ( 祝日の場合は翌日 )
TEL：077-566-0741　HP：http://www.tanabota.jp/

04
Noella/Gemma
Noella/Gemma は雑誌、ショーのヘア
メイクや美容師向けのセミナー講師も
行うデザイナーズサロンです。雑誌に
載っているような流行のスタイルも大得意 !!

「ノエラ / ジェマでさらに大学生活が素敵
に輝きだすヘアデザインを手に入れよう !」

営業時間：［平日］10:00 ～ 18:00　［土・日］9:00 ～ 18:00　
定休日：月曜日
TEL：077-599-1102　HP：www.hair-noella.com

カウンターから半個室のお席まで様々なご要望
にご対応いたします。これまで長年愛され続けた
定番メニューはもちろんそのままに新たなメニュー
もございます。近江牛を始めとした、厳選された
こだわりのお肉を低価格でご提供しております。
活気ある店内で心ゆくまでお料理を堪能ください。
リニューアルに伴い大人数の宴会など用途に
合わせて幅広くご活用いただけるようになりました。
コース、飲み放題でのご予約随時承っております。
歓送迎会などに是非ご活用ください。元気なアルバイトの子募集中！

営業時間：18:00~25:00 　 定休日 : 水曜日
TEL：077-516-4885　
HP：http://www.agola.info　 instagram：agola1222

02
RICO HAIR
エンジョイ＆リラックス
・ご新規、大学生様クーポン　
カット￥4400→￥3520　
カット + カラー or パーマ￥9900→7920(※ショートの場合）
・大学生以外の御新規様も 20％OFF させていただきます。
営業時間：11:00 ～ 21:00（CUT 受付 /20:00 まで カラー・パーマ受付 /19:00 まで）　
定休日：毎週月曜日・第１・３火曜日　TEL：0120-931-089
HP：http://www.rico-hair.jp/　

05
AGOLA

06
＆A（アンドエー）

南草津駅すぐ、ゆっくりくつろげる、こだわり
のアットホームな店内でくつろぎの一時を！　
旬の食材を使った料理、オリジナルドリンク
が自慢です。　バースデイや記念日等、
お祝い事はお任せください。

かがやき通り沿いにある AGOLA の
2 号店のカフェ” &A”。5 種類から選べる
ホットサンドメニューをはじめハワイ料理の
ポキ丼、カレー、ピザなどランチメニューも
充実！こだわりのプレスコーヒーとご一緒に。　
テラス席ペット OK。テイクアウトも OK です。

営業時間：[ 平日 ]11:00~19:00 　 [ 土日祝 ]10:00~19:00
定休日 : 水曜日　TEL：077-567-0505　
HP：https://anda.owst.jp　 instagram：and_a020

07
アラベスク舎
滋賀県の南草津にあるスイーツカフェです。
ランチやパフェは季節によって変わるのでシ
ーズン毎の旬のスイーツをお楽しみいただけ
ます。タルトを中心にテイクアウトもご利用
いただけますので、滋賀県唯一無二のスイー
ツカフェを目指していきます。

営業時間：11:00 ～ 18:00　定休日：木曜日
TEL：077-509-7103　HP：http://www.arabesquesha.com

※新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言・まん延防止等
重点措置による営業時間短縮
などは各店舗にお問い合わせ
ください。

71 72

ＢＫＣ祭典

営業時間：18:00~25:00 　定休日：水曜日　
TEL：077-516-4885
HP：http://www.agola.info  instagram：agola1222
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〒603-8353 京都市北区平野上八丁柳町28
TEL：075-463-9037  FAX：075-463-9020
https://www.creotech.co.jp/

株式会社 クレオテック

株式会社クレオテックは
立命館グループの一員として̶̶。
クレオテックは学校運営をバックアップしてきたネットワークやノウハウを最大限に活用し、事業、施設、そこに集う
人の生活に至るまでをトータルにコーディネイト。学園の事務業務アウトソーシングの受託や教育分野の ICT活用
サポート事業など、新たな事業分野の創出に取り組んできました。これからも自らの独創性を活かし、ゼロから
ものを生み出し、新しい価値創造を実現する。そのために私たちは走り続けます。

大学・学校事務の
アウトソーシング

キャンパスの総合管理

情報システムの運用・管理

図書館運営サポート

貸会議室・
サテライトキャンパス運営

77 78



79 80



81 82

〒663-8184 
兵庫県西宮市鳴尾町 2丁目２５－７ 

0798-47-7030 

詳しくは WEB をチェック!! 嶋田ＬＰガス 
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