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開始までに、以下行ってください。

★課外活動専用URL【施設・その他】で、

『勧誘の手引き』をダウンロードしておいてください。

https://www.otemon.ac.jp/internal/sports_form_2.html

★出欠確認 フォームへの回答お願いします。

■QRコードを読み取って、フォームに回答お願いします。

■ライブ参加者はチャットにURLを送っています。

■オンデマンドでの参加者も必ず回答してください。

2021年度
勧誘説明会

学友会追風

学生支援課

https://www.otemon.ac.jp/internal/sports_form_2.html
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TODAYコンテンツ

勧誘Fes2021について

勧誘のルール・重要事項

情宣物の作成、掲示

前回からの変更点

学生支援課より

１
２
３
４
５

勧誘FES
2021

企画名
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スローガン

コロナ呼ばずに新入生呼ぼう
～OIDAI新時代を呼ぼう～

4つの勧誘WEEK

勧誘WEEK in ONLINE

勧誘WEEK in LIVE

勧誘WEEK in 安威

勧誘WEEK in 総持寺

2／15（月）～順次公開 4／1（木）・ 4／2（金）

4／5（月）～4／9（金） 4／13(火)～4／15（金）

オンライン 対面

１

3

2

4
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日程（新入生）

日程（団体向け）

3/31(水）10：00～
テント設営
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勧誘WEEK in ONLINE

追風公式 にて、追風とコラボ
■撮影日

2／15（月）～3／26（金）

■配信日

２／15（月）～順次公開

■参加方法

メール配信されたURLに回答後、

追風公式LINEにて日程調節

■撮影内容
・対談or体験で撮影時間は1時間程度

・５～8分程度の動画に編集

新入生には、入学までに大学ホームページ「特設ページ
（仮称）」にて、追風の公式Youtubeアカウントを発
信します。

勧誘WEEK in 安威

安威キャンパスにて対面の勧誘
■日時

4/1(月) ・ 4/2(金) 10：00～16：00

■参加方法

後に説明するGoogle フォームに期限内に回答

■概要

各団体固定のブースを用いての対面勧誘
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勧誘WEEK in 安威

安威キャンパスにて対面の勧誘
■施設見学

学友会追風の受付、名簿管理（氏名・場所）、30分以内可とする

■参加方法

4/1-2の期間新入生から希望があれば、先輩学生1名新入生2～3名まで

学友会追風の受付し参加

■場所

第1グラウンド、第2グラウンド、洋弓場、学友会センター、

松籟庵、学生会館 ※体育館は健康診断実施のため不可

ブース
エリア

ブース
エリア

本
部
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勧誘WEEK in LIVE

インスタライブで新入生の質問に答える
■日時

4/5(月) ～ 4/9(金)

■参加方法

後に説明するGoogle フォームに期限内に回答する。

■概要
追風のアカウントとインスタライブでコラボをして、

新入生の質問にリアルタイムで答えていく。

勧誘WEEK in 総持寺

総持寺キャンパスにて対面の勧誘
■日時

4/13(火) ～ 4/15(木) 10：00～16：00

■参加方法

後に説明するGoogle フォームに期限内に回答する。

■概要

追風の管理するブースを用いての対面勧誘
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TODAYコンテンツ

勧誘Fes2021について

勧誘のルール・重要事項

情宣物の作成、掲示

前回からの変更点

学生支援課より
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昨年度・2020年度勧誘WEEKからの
変更点

■勧誘に新コンテンツ『YouTube』

■新入生への声かけ

ブースへ案内するための声かけのみとし、立ち止まっての説明は禁止です。速や
かにブースへ案内できるよう工夫してください。

※マスク、フェイスシールドを装着必須

■他大学生またはOB・OGの勧誘活動は許可しません。

■勧誘書類をGoogle フォームに一新 ＊後ほど説明

■オンラインと対面を詰め込んだ追手門史上最大の勧誘

■情宣物はGoogleフォームの「情宣活動許可願」にて事前に申請すること。

■新入生同士の勧誘活動は許可

＊ただし、腕章は団体が借りている範囲で使用してください。

■健康診断に並んでいる新入生、オリエンテーション等に向かっている新

入生に対する勧誘活動は禁止

その他重要事項
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オンライン勧誘の有用性

オンライン環境で1年間順応し、

受験を乗り越えた新入生

オンライン上の情報に敏感になっている
*既に追風のSNSには課外活動関連の質問が多数寄せられている

SNSなど早い段階からのオンライン情報発信が重要

オンライン活用の例

■Instagram、Twitterで活動紹介

＃春から追大 ＃春から追手門 ＃勧誘追手門2021

のハッシュタグを活用

■YouTubeで動画を使って発信

ハードルが高い ← 追風が編集・投稿をする *勧誘WEEK in ONLINE

■ZOOM、Webexにて説明会を実施

多くの人を密を避けて、時間に縛られず集めることが可能
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TODAYコンテンツ

勧誘Fes2021について

勧誘のルール・重要事項

情宣物の作成、掲示

前回からの変更点

学生支援課より
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勧誘規程の意義・目的

※団体の勧誘活動を束縛するものではありません※

■勧誘する側とされる側がよりよい関係であるため！

■各団体が円滑に勧誘することができるようにするため！

の約束事項です！
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勧誘プロジェクトチーム

勧誘FESにおける学友会追風は、

新入生が気持ちよく入学を迎え、今後の大学生活が充実したも
のになるようにサポートをします！

また、団体が勧誘を成功させられるように様々な角度からサ
ポートします！

禁止行為について

１．新入生に対する3人以上での勧誘

２．新入生の授業への出席及び受講の妨げとなる行為

３．LINE ID、電話番号やメールアドレス、SNSアカウント等、連絡
先の強制的な聞き出し

４．強引かつ非道徳的な勧誘、強制的な誘導

５．勧誘可能区域外での勧誘

６．腕章を着けたままでのコンビニ、書店、食堂、及び勧誘可能区
域外に出ること

＊ただし新入生の案内等で通過するのは許可とする
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禁止行為について

７. バス内での勧誘行為

８．周辺に危険を及ぼす行為

９．勧誘プロジェクトチームの指示に反する行為

１０．その他、勧誘される新入生が不快と感じる行為

１１．新型コロナウイルス感染症対策を講じていない行為

警告１回目・・・チェックシートへの団体名、学籍番号、氏名の記載及び厳重注意

警告２回目・・・翌日から３日間の腕章半分取り上げ

警告３回目・・・警告を受けた翌日、翌々日の勧誘活動停止

感染対策について―対面勧誘－

・マスク+フェイスシールド着用

・ONETAP入力 ※クラブ、サークル所属学生のみ

・こまめな手指の消毒

・ブースの人数制限（新入生2人、先輩学生2人）、消毒

・ブースにアクリル板の設置、対応者の管理簿作成

・指定場所での飲食、休憩

一丸となって、勧誘FESでコロナを広げない
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勧誘に必要な物品について－対面勧誘－

◆腕章

Googleフォームの「勧誘に伴う物品の借用」に回答したら

借りることができる（枚数規制はなし）。

腕章は、勧誘活動中、

運営委員会指定のものを右または左腕のはっきり目視できる
ところに着けること。

勧誘に必要な物品について－対面勧誘－

◆感染症対策グッズ

フェイスールド、アクリル板、消毒液は、Googleフォームの
「勧誘に伴う物品の借用」に回答したら借りることができる。
※ただし、団体で持っているものがあれば数を確認して、極力持参のものを使用すること。

数には限りがあります。「とりあえず申請しておく」
ということがないように、協力をお願いします。
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準備について-対面勧誘-
物品の受け渡し

物品 受け渡し日時 受け渡し場所 備考

腕章

【クラブ】
３/29（月）～3/31（水）
11:00～15:00

【サークル・その他団体】
4/1 (木) 9:00～10:00

安威キャンパス
学生会館1階
学友会追風本部

クラブに関しては、各部
室で保管

コロナ感染
症

対策物品

【クラブ】
３/29（月）～3/31（水）
11:00～15:00

【サークル・その他団体】
4/1 （木） 9:00～10:00

安威キャンパス
学生会館1階
学友会追風本部

部活動に関しては、各部
室で保管

机、椅子
【全団体】

4/1（木） 9:00～10:00

安威キャンパス
学友会センター1階
合同学園祭本部

3部に分けて受け渡し、
受け渡し時間は後日連絡

※総持寺キャンパス対面勧誘期間は、マスク、フェイスシールドのみ準備し
てください。

片付けについて-対面勧誘-

物品 返却日時 返却場所 備考

腕章 勧誘が終了した時点
安威キャンパス
学生会館1階
学友会追風本部

総持寺の時は追風受
付へ

コロナ感染症
対策物品

そのまま各団体で使用して
ください

机、椅子
4/２（金）

16:00～17:00

安威キャンパス
学友会センター1階
合同学園祭本部

各自で返却すること

＊途中から参加する団体、途中で帰る団体はoikaze.sanyaku@gmail.com まで事前に連絡し
てください。
＊原則、上記の時間に片づけてください

mailto:oikaze.sanyaku@gmail.com
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TODAYコンテンツ

勧誘Fes2021について

勧誘のルール・重要事項

情宣物の作成、掲示

前回からの変更点

学生支援課より
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Google フォームへの回答

※「情宣物許可願」の代わりとなる「Google フォーム」に回答

【回答項目】
「勧誘活動等に関する誓約」
「勧誘に伴うブース出展の申請」
「勧誘に伴う物品の借用」
「情宣活動許可願」

回答期限：2021年2月26日（金）
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情宣物の種類

【原本の提出必要】

■ポスター ■配架物 ■プラカード

■サンドウィッチマン ■デジタルサイネージ

【原本の提出不要】

■ブース装飾
＊配架物、プラカード、サンドウィッチマンは説明省略。手引きを参照して準備してください。

原本の提出に関して 全てメールでの提出

【提出先】

TO：学友会追風総務事務
oikaze.soumujimu@gmail.com

CC：学生支援課

kagaikatsudo@otemon.ac.jp

【メール受付日】

右記のとおり 11：00～15：00

※緊急事態宣言期間は、学友会追風本部（学生会館1階）での事務取り停止
※通常の書類受付はこれまでどおり学生支援課（窓口・メール）へ

mailto:oikaze.soumujimu@gmail.com
mailto:kagaikatsudo@otemon.ac.jp
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情宣物のNO.管理について

学友会追風運営委員会と学生支援課の確認後

「No,● ◯/◯〜●/●

学友会追風運営委員会・学生支援課承認済」
というテキストを入れ、印刷等すること。

【注意事項】

・Noで管理をしているので、勝手にデータを作成しないこと。

・原本データの提出後、管理No.学生支援課よりメールでお伝えします。

ポスター①

掲示可能期間 ： 《安威キャンパス》 4月 1日（木）～ 5月31日（月）

《総持寺キャンパス》4月13日（火）〜 5月31日（月）

掲示可能場所 ： 《安威キャンパス》

2･3･4号館入口すぐの掲示板

2･4号館、食堂内特設パネル（2階の2箇所のみ）

《総持寺キャンパス》

キャンパス建物内特設パネル

備考(サイズ) ： A3（297×420mm）サイズ以下

(枚 数) ： 情宣物に限らず、1団体合計８枚まで

（安威キャンパス5枚まで、総持寺キャンパス3枚まで）

※1団体において掲示可能場所1箇所につき1枚までとする。
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ポスター② 体育館拡大印刷・追風PRボード

掲示可能期間 ： 《安威キャンパス》 4月1日（木）～ 4月2日（金）

掲示可能場所 ： 安威キャンパス 追風PRボード、体育館内拡大コピー

備考(サイズ) ： 追風PRボード A4（210×297mm）以下

体育館内パネル A１（594×841mm）のみ

※印刷は追風で行います

(枚 数) ： 情宣物に限らず、1団体 各1枚まで

ポスター② 体育館拡大印刷・追風PRボード

提出について ：

①学生支援課・学友会追風運営委員会にメールで提出する際、

ファイル名「追風PRボード用」「拡大印刷用」にしてメールで提出

②学友会追風運営委員会・学生支援課の確認後、

「追風PRボード」は、印刷した原本を3月29（月）〜 3月31日（水）の準備期間中

に安威キャンパスの追風本部に持って来ること。※追風がそれを追風PRボードに掲示

「体育館内パネル」は、メールで提出いただいたデータにNoをつけ学生支援

課で拡大印刷します。追風が体育館内に掲示しますので、原本は必要ありません。
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注意事項

・各掲示期間終了日までに各団体が責任を持って撤去すること

＊追風PRボード、体育館に掲示されたものは除く

・ポスター・ビラの掲示は各団体で行う（追風PRボード、体育館は除く）

・連絡先を記載するのは自由とするが、それによって掲載者が被る不利益
は自己責任とする。

デジタルサイネージ

◆放映期間 ： 4月1日（木）～ 4月15日（木）

◆放映場所 ：

《安威キャンパス》5号館B1エレベーター上、5号館5階テレビ、食堂1F、

学生会館1F、2F

《総持寺キャンパス》1F WILHALL3か所液晶

◆放映種類

動画（mp4形式）と静止画（ppt形式）いずれか1種類

・どちらの放映種類であっても30秒以上、1分以内のものとすること。

・全団体ランダム放映となります。場所の指定はできません。
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ブース装飾

【テント】

・粘着性のあるもの（のり・テープ等）は貼らない

・紐やロープでの飾り付けは許可しますが、余り多くの装飾物を掛け過ぎない。

【机】

・木の部分にのみ装飾を許可します。下の鉄（脚等）の部分には装飾をしない。

・養生テープのみ使用可

【その他】

・養生テープを使う際は、各自の責任で用意すること。

・他の団体や新入生等通行人の邪魔にならないようにすること。

ブースの場所について

勧誘WEEK in 安威キャンパスのブースの場所は抽選にて決めます。

【抽選参加条件】

Google フォームの回答を
2021年2月26日（金）15：00 までに
行っている団体

＊抽選方法は追って連絡します
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原本の提出に関して 全てメールでの提出

【提出先】

TO：学友会追風総務事務
oikaze.soumujimu@gmail.com

CC：学生支援課

kagaikatsudo@otemon.ac.jp

【メール受付日】

右記のとおり 11：00～15：00

※緊急事態宣言期間は、学友会追風本部（学生会館1階）での事務取り停止
※通常の書類受付はこれまでどおり学生支援課（窓口・メール）へ

期限まとめ

◆回答期限：2021年2月26日（金）15：00
【回答項目】

「勧誘活動等に関する誓約」

「勧誘に伴うブース出展の申請」

「勧誘に伴う物品の借用」

「情宣活動許可願」

◆原本提出期限：2021年3月19日（金）15：00

mailto:oikaze.soumujimu@gmail.com
mailto:kagaikatsudo@otemon.ac.jp
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学生支援課より

【コロナ感染症対策について】
◆体調不良の場合は、決して無理をしないこと

◆感染症対策が守れない団体は、今後の活動範囲を制限します
※マスク、フェイスシールド着用、ブース内の人数（溜まらない）

◆ONETAPの継続した入力状況は全団体チェックします
（クラブ・サークルのみ）

※4/1から遡って2週間だけ記録している場合は、連続した記録がないものとしてみなします。
毎日記録することが大原則です。

※その他の団体の方については、各部署等で学生へ感染対策として体調管理を別途ご指導をお
願いいたします。
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学生支援課より

【4/1～4/2について】

◆4/1～2の新入生のスケジュールは後日共有します

◆バス、食堂、コンビニ、書店の営業時間は各自で確認すること

◆飲食、休憩は指定の場所でとること

◆勧誘以外の活動については、4/1-2の課外活動方針に沿い活動す
ること

◆体育館は健康診断のため使用できません

◆デモンストレーションは現段階（2021.2.10）では禁止です

学生支援課より

全ての動きは、社会情勢を勘案し実施します。

学生支援課からの連絡、内容の変更等の連絡は全て、
CAMPUSSQUAREから行います。

★全ての連絡⇒責任者

★書類（勧誘活動含む）に関する連絡⇒責任者・主務担当

★財務に関する連絡⇒責任者・財務担当
※複数役割がある団体は、必ず担当者へ共有をしてください
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コロナ呼ばずに新入生呼ぼう
～OIDAI新時代を呼ぼう～

Google フォームの提示

出欠確認フォーム
勧誘活動専用

Googleフォーム


