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アクセス・交通規制
平安神宮前・岡崎プロムナード一帯までのアクセス
※会場には駐車場がございませんので、
公共交通機関をご利用下さいませ
● JR「京都」駅から
市バス 5 系統「神宮道」下車
市バス 100 系統「岡崎公園 動物園前」下車
市バス 110 系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車
● 阪急 「四条河原町」駅から
市バス 5 系統「神宮道」下車
市バス 46 系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車

丸太町通

平安神宮
歩行者天国

冷泉通

岡崎通

3

みやこめっせ
国立近代美術館

１

京都市美術館

※神宮道は二条交差点より北側が歩行者天国となっているため神宮道北側部分は交通規制を
行わない。

神宮道

二条通

府立図書館

交通規制
● 交通規制日時
2017 年 10 月 8 日 ( 日 ) 10:00 〜 18:30
● 交通規制区間
❶神宮道（神宮道 二条通交差点 〜 神宮道 仁王門通交差点）
❷二条通（二条通 疏水浜通交差点 〜二条通 岡崎通交差点）
❸京都市勧業館みやこめっせ駐車場 ( 京都府立図書館身障者用駐車場 ) 利用、
岡崎地下駐車場・京都市美術館身体障がい者用駐車場利用車両は除く。

岡崎公園

市美
別館

ロームシアター京都

疎水浜通

● 地下鉄東西線「東山」駅下車徒歩 8 分

岡崎グラウンド

２

仁王門通

１

２

3 交通規制区間

株式会社アイビーインターナショナル
ＩＶＹ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Corporation

事業内容

●国際会議・イベントの企画・運営
●通訳、スタッフ派遣
●一般労働者派遣事業（般26-010006）
●翻訳、制作
●外国語研修
●医系専門予備校 メディカルラボ
●京都日米協会事務局

【本社】
〒604-8134
京都市中京区六角通烏丸東入堂ノ前町２４５番地
TEL 075-255-1500 FAX 075-255-3232

【東京支店】
〒104-0051
東京都中央区佃１－１１－８ ピアウェスト ノースウィング２階
TEL 03-５８５９-００７５ FAX 03-５８５９-００５２

お弁当・社員食堂
株式会社

アイビーインターナショナル

株式会社朝日クッキング社

有限会社アトリエニライ

安藤不動産株式会社
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ご挨拶
実行委員長

喜馬

爽

京都女子大学 3 回生

第 15 回京都学生祭典では、
『
「京都学生文化」
の創出』をテーマに掲げ、京都や世界の文化を
学び、その魅力に迫る活動を行ってきました。
そして京都の学生である私たちが文化の魅力と
学生らしさを融合し、新たな「京都学生文化」
を発信できるよう１年間活動に取り組んできま
した。
そして「京都学生祭典 15th アニバーサリー
フェスタ」をはじめ、たくさんの事業を展開し、
京都の学生のパワーを伝えるために邁進してま
いりました。実行委員が一致団結して活動して
きたこの１年間は、過去 15 年間の学生の想い
が詰まったものと自負しております。ぜひ会場
で学生のパワーを感じてください！
最後になりましたが、第 15 回京都学生祭典
実行委員会の活動にお力添えをくださった、た
くさんの方々に厚くお礼申し上げます。

京都府知事

京都市長

山田 啓二

門川 大作

皆様、第１５回京都学生祭典にようこそお越し
くださいました。
皆様の多大な御支援と御協力、そして学生た
ちの熱意とたゆまぬ努力により、ここに１５周年
という輝かしい節目を迎えることができました。
今年は、文化庁の京都移転も実現し、府内各
地で多彩な文化事業が数多く展開されています。
学生たちも、これらの事業への積極的な参加・連
携を通じて、京都の文化への造詣を深めてきたと
ころですが、今、京都では、これまで以上に文化
による地域創成の機運が高まっています。
本祭典も、この１５年の歩みの中で築き育んで
きた地域との絆を礎に、京都を活気づける学生発
の新しい文化として、京都三大祭りと並ぶ祭りと
なり、京都の未来を支えていってくれることを心
から祈念いたします。
本日は、京都の文化を学んだ学生たちによる創
意工夫に満ちた企画の数々を、どうぞ心ゆくまで
お楽しみください。

先輩たちが築き上げた伝統を受け継ぎなが
ら，新たな試みにも果敢に挑戦し，進化を続け
てきた京都学生祭典も本年で節目の１５回目。
皆様の御来場を心から歓迎申し上げます。
今回のテーマは『「京都学生文化」の創出』。
学生たちは，自ら文化を学び，理解し，発信
するとともに，学生ならではの新たな文化の創
出を目指し，積極果敢に活動してきました。
この４月には文化庁の「地域文化創生本部」
が創設され，京都への全面的な移転に向けて大
きく動き出す中，学生たちが新たな文化の担い
手として躍動する姿は実に頼もしく，心強い限
りです。
御来場の皆様も，学生たちが練り上げた多彩
な企画を通じて，彼らの真っ直ぐな情熱に触れ
られ，「大学のまち・学生のまち」京都ならで
はのこの祭典を，どうぞ心ゆくまでお楽しみく
ださい！

第 15 回京都学生祭典

第 15 回京都学生祭典
組織委員会

企画検討委員会

委員長

副実行委員長

杉山

健

代表幹事

鈴木 順也
2003 年にスタートした京都学生祭典も、今年で 15 回目を迎えました。
15 年間、多くの試行錯誤を繰り返しながら、京都の学生諸君が祭典
を企画・運営してきたことに敬意を表するとともに、それを支えてきた関
係者の方々の尽力に心から感謝いたします。
メインイベントである本祭以外にも、近年ではプレイベントとして、地
域住民や留学生、地元企業等との交流が活発に行われています。異
なる立場の人たちと物事を進めていくことは、大学での勉強とは異なる
大変さがあると思いますが、このような経験は学生諸君がいずれ社会
に出て活躍する際の大きな財産になるのではないでしょうか。
京都の学生が、地元・京都を支える様々なステークホルダーと協力
しながら企画・運営し、学びの場としての機能も果たしている京都学
生祭典を、京都経済同友会は応援しています。

京都商工会議所
副会頭

柏原 康夫
第１５回京都学生祭典にご来場頂き、誠にありがとうございます。
地域社会との絆を育み、多くの協賛企業やサポーターの方々に支え
られ、「学生のまち・京都」ならではのイベントとして感動や笑顔を広く
発信してきた学生祭典は１５回目という節目を迎えます。
今年も多くの学生が、歴代の学生祭典に関わった方々の思いを引き
継ぎ、様々な出会いを通じて成長を遂げながら、その集大成として本
日の本祭に向けて取り組んで参りました。
今回の祭典テーマは「京都学生祭典のキセキを感じる日」です。
ご来場の皆様には、感動や熱気に包まれるこの空間が学生によって創
り出されている“奇跡”や、世代を超えて全員が出会い交わる場を創
り出した１５年というこれまでの“軌跡”を肌で感じ取って頂き、心ゆくま
でお楽しみください。これからも学生達への変わらぬご支援、ご協力を
お願いいたします。

Ｈ32ｍｍ×Ｗ40ｍｍ

本日は第 15 回京都学生祭典本祭にご来場いただき、
誠にありがとうございます。
今年は、第 15 回目という記念すべき節目の年である
ことから、2 回にわたるプレイベントを ｢アニバーサリー
フェスタ｣ と称し、より一層、質の高いイベントを来
場者の方々にお届けすることで、本祭に繋げることを
目指してまいりました。
連携先の方々や地域の皆様のご理解、ご支援のおか
げで、6 月には、プレイベントとしては初の開催地で
ある右京区、8 月には、京都の玄関口である京都駅前、
ポルタに進出して、イベントを大々的に開催すること
ができました。
これらにより、もともと京都学生祭典をご存知であっ
た人に加え、西の地域の方々や京都を訪れる観光客な
ど、より多くの人々を巻き込み、京都学生祭典の魅力
を体感していただけたのではないかと思います。
アニバーサリーフェスタでのたくさんの経験を胸に、
実行委員一同、今日という日を目標に日々尽力してま
いりました。
ぜひ、本日は京都の学生の魅力、パワーを肌で感じて
いただければと思います。
最後にはなりましたが、京都学生祭典に関わってい
ただいた全ての皆様に、深く御礼申し上げます。

信

同志社大学 3 回生

本日はご来場いただき誠にありがとうござい
ます。
第 15 回という節目の年を迎えるにあたり、京
都学生祭典がこれまでどのように歩みこれから

本日は第 15 回京都学生祭典にお越しいただ
き、誠にありがとうございます。今年は『「京
都学生文化」の創出』をテーマとし、これまで
15 年間培ってきた京都学生祭典の文化を「京

どう歩んで行くべきなのか改めて考えながら実
行委員一同、活動に取り組んでまいりました。
『
「京都学生文化」の創出』は、ますます京都
に根付き、ALL 京都で作り上げる祭りへと進化
してゆくため、新しい文化を確立させたいとい
う思いで掲げたテーマです。
京都ならではの伝統文化、国際色、そしてな
によりみなぎる学生の力、これら全てが織りな
す京都学生文化が会場を包み込みます。第 15
回目ならではの京都学生祭典本祭を思う存分お
楽しみください。
最後にはなりましたが、産・学・公・地域、
多くの方々からお力添えいただき、無事この日
を迎えることができましたことを心より感謝申し
上げます。

都学生文化」として大成させ、地域に根付き広
く社会に知られるものにすべく活動に取り組ん
できました。
京都は歴史の都としてのみならず、国際観光
都市としても知られ、また人口の 10 分の 1 が
学生であることから「学生のまち」としても
知られています。「京都の魅力」と「学生らし
さ」を兼ね備えたものを作り上げるべく、京都
の様々な側面を研修会や諸地域との交流活動を
通して学び、京都学生祭典の持つ「学生文化」
と融合した文化を作り上げてきました。そして
15 年目という京都学生祭典の歳月の集大成を
皆さまに視て聴いて、肌で感じていただけると
幸いです。
最後にはなりましたが、これまでの京都学生
祭典にご支援・ご協力いただいた皆様に心より
御礼申し上げます。

京都学生祭典に関わってくださった皆さまの心
に残る 1 日になりますように。

家庭日用品総合商社

「くらすをたのしむ」
和のキッチンショップ

〒615-0073

京都市右京区
山ノ内荒木町 7-58

075-241-0600
スター株式会社
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米田

京都大学 3 回生

京都 四条寺町上ル

ウィズユー

副実行委員長

堀田 大貴

フード＆ブライダルステージ

いきいきうどん烏丸御池店

本日はようこそ京都学生祭典にお越し頂き誠にありがとうございます。
１５年前、イベント型の音楽祭として産声をあげたこの祭典は、地域の
皆様や経済界のお力添え等、産官学が一体となったオール京都で支
える
「祭」
として四大祭りを目指すまでに成長してきました。創作おどり
「京
炎そでふれ」を軸として、みこしが加わり、企業連携のイベントや、社
会・環境問題に一石を投じる企画が加わる等、まさに京都に集う学生
達の熱意と成長の軌跡として、今年１５年目と言う節目を迎えることがで
きました。
今年のテーマは『「京都学生文化」の創出』です。今一度京都の
文化を学び体感し、学生ならではの感性で京都学生文化を世界に発
信して行くという壮大なテーマです。どうぞ素晴らしい京都の秋の一日
を学生達と一体となってお楽しみください。
１５年間支え続けてくださったすべての皆様に熱く感謝を申し上げ挨
拶とさせて頂きます。本日は誠にありがとうございます。

副実行委員長

立命館大学 3 回生

一般社団法人 京都経済同友会

木村 光博

吉田美喜男
本日は第 15 回京都学生祭典にご来場いただき、
誠に有難うございます。
京都学生祭典は、
“大学のまち 学生のまち”京都を象徴する祭典と
して、2003 年の第１回開催以来、多くの皆さまのご支援・ご参加を賜わ
りながら発展を続け、このたび第 15 回という節目を迎えることができました。
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
今年は『「京都学生文化」の創出』というテーマを掲げております。
京都の文化を学び、伝統を継承していくとともに、学生ならではの熱意、
感性、知性を加えた新たな文化を創出していきたいとの意味が込められ
ています。プレイベントの実施をはじめとして、本日の開催に向け、学生
諸君は日々努力を重ねてきました。それらは学生一人ひとりの貴重な学び
と成長の場となっています。
京都の未来を拓く若者たちの熱い思いを感じていただき、15 年間引き
継がれてきた「京都学生文化」の魅力を存分にお楽しみいただければ
幸いです。

委員長

株式会社 S-fleage

株式会社エルハウジング

https://www.oikaze.jp
株式会社おいかぜ

オムロン株式会社

株式会社カワタキコーポレーション

株式会社貴久樹
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京都学生祭典とは

京炎 そでふれ！とは

学生と産・学・公・地域が互いに連携しながら京都の魅力を発信し、京都を盛り上げる「祭」、

「学生のまち京都」の新たな文化を発信することを

それが京都学生祭典です。学生たちの熱いパワーで京都を盛り上げ、活性化することを目的

目指し、第 3 回京都学生祭典 (2005年) から生ま

に誕生したこの「祭」は、今年で 15 年目を迎えます。今年は、『「京都学生文化」の創出』

れたオリジナル創作おどりです。京都らしい曲・振

をテーマに、年間を通して地域のパトロール、清掃活動、打ち水等、地域の方と連携した多

り・衣装を取り入れ、四竹（よつたけ）という竹の

様な交流活動を行っています。

鳴り物を使用しています。
『京炎』には「学生の燃

京炎 そでふれ！出前教室
文化祭や体育祭などの学校行事、また各種団体の発表といった目的や学年など
様々なニーズに合わせて、大学生によるスペシャルバージョン、中間バージョン
及び簡単バージョンのおどり指導を京都市内外問わず行っています。
( 開催実績 ) 各地域の児童館、福祉施設、市内外小中学校、高等学校

えるような想いを京都から全国に発信したい」とい
う意味が込められています。また「きょうえん」に
は「共演」
「競演」というような意味もかけられ、
学生が「市民と祭を共創したい」という想いを形に
しています。
『そでふれ』とは「袖触れあうも多生
の縁」ということわざと「ふれ」には Friend(= 仲間 )
がかけられており、おどりを通じて出逢う人々との

ほか

京炎 そでふれ！おどり披露
地域のイベントや児童館、福祉施設、祝賀会や決起といった様々な集会などに
て大学生がおどり披露に出向きます。学生の熱いパワーで会場を盛り上げます！
また、京都の観光地などではおどり披露と同時に京都学生祭典の広報活動も行う、
「おどり広報」も行っています。
( 主な披露先 )各地域の児童館、福祉施設、各種イベント、京都市成人式、京都サンガ F.C.
試合会場、清水寺、伏見稲荷大社 ほか

縁を大切にしようという想いが込められています。

第 15 回京都学生祭典活動テーマ

―「京都学生文化」の創出
“学生のまち京都”と呼ばれるこの京都で、学生である
私たち自身が“文化”となり、京都の文化を学び、守り、
継承していくとともに、学生らしさを加えた新たな文化
である「京都学生文化」を創出します。

今中友子〈京炎 そでふれ！制作・振付者〉
有 馬 龍 子バレエ団にて、
有馬龍子・東勇作・薄井

第 15 回京都学生祭典本祭テーマ

「京都学生祭典の
キセキを感じる日」

奇跡…普段別のフィールドで活躍している人々が集結
し、学生にしかできない、祭典にしかできない、
非日常が創り上げている奇跡
軌跡…京都学生祭典が歩んできた１５年分の道のり

京都 宇治茶 伊藤久右衛門
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京つけもの 大安

株式会社 京都駅観光デパート

京都お得アプリ 955（グーココ）

憲二・鈴木滝夫氏に師事。
英国王立ダンスアカデミー
に 留 学し、 そ の 後、 渡
米。ジャズ・モダン・コン
テンポラリーを研 鑽。NY
を拠点に活動し、多くの舞台を創作。帰国後、ト
モコダンスプラネットを設立。トモコダンスアートカンパ

新チーム支援
上げてみませんか ? 幼稚園・保育園のチーム
から社会人チームまで人数や年齢は問いませ
ん。学校のクラブやサークルとして、また、気
の合う仲間と一緒に「京炎 そでふれ !」チー
ムをつくり、ぜひ一緒に活動しましょう ! 京都
学生祭典が新チーム立ち上げを支援しますの
で、ぜひお気軽にお問い合わせください !

ニーを結成し、12 年には NY「APAP Showcase
at Peridance」に参加。2017 年 Victoir Ballet
Competition in Kobe モダンコンテンポラリーの部
にて最優秀指導者賞を受賞。

京都体育施設株式会社

おどり披露に関する
問い合わせ！

「 京炎 そでふれ !」をおどる新チームを立ち

京都電子工業株式会社

出前教室・おどり披露をご希
望の方、また詳細が知りたい
という方も、お気軽にお問い
合わせください !
日時・場所・人数など、ご相
談に応じます。

お問い合わせ先

Web サイト :http://www.kyoto-gakuseisaiten.com/
Tel:075-353-9432 Mail:festa@consortium.or.jp

近建ビル管理株式会社

株式会社公益社
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京 都 学 生祭典

15th アニバー サリーフェスタ
京都学生祭典 15th アニバーサリーフェスタ in 右京 feat 地下鉄東西線 20 周年記念
＜日時＞ 2017 年 6 月 4 日 ( 日 )

＜日時＞ 8 月 27 日 ( 日 )

アニバーサリーフェスタとは

＜場所＞京都学園大学京都太秦キャンパス

＜場所＞京都駅ビル

＜共催＞京都学園大学 / 京都市交通局

今年、15 回目という記念すべき節目を迎えることができました。 京都の産・学・公・地

＜協力＞右京区役所 / 社会医療法人太秦病院

域の方々にご支援・ご協力していただき、私たち実行委員は、この節目を機に、感謝の

6 月 4 日（日）、京都学園大学太秦キャンパスにて、
アニバーサリーフェスタ第一弾を開催しました。本
イベントは、連携先を京都市交通局、京都学園大学

京都学生祭典 15th アニバーサリーフェスタ in 京都駅ビル & ポルタ

気持ちを「来場者の感動」という形に変えて伝えたいと考え、京都学生祭典のプレイベ

＜共催＞京 都学生祭典組織委員会 ( 京都府 / 京都市 /
京都商工会議所 / 一般社団法人京都経済同友会 /

ントを「アニバーサリーフェスタ」と称しました。より多くの地域、パートナーの方々と共
にアニバーサリーフェスタを京都の各所で実施することで、私たちの活動の集大成である
京都学生祭典本祭に繋げることを目指し活動してきました。

駅前広場、室町小路広場、ポルタ

プラザ

公益財団法人 大学コンソーシアム京都 )
＜特別協力＞
京都駅ビル開発株式会社 /

に迎え、右京区でプレイベントを行うという初の試

京都駅前地下街ポルタ

みに挑みました。京炎 そでふれ！と吹奏楽部との
コラボや、会場内を練り歩くパレード、京都市交通

8 月 27 日（日）、京都駅ビルとポルタにて、アニバー

局とコラボしたトレインシミュレータ企画等の初め

サリーフェスタ第二弾を開催しました。ポルタプラザで

ての企画を、屋内、屋外の２会場の特色を生かして

は様々なコンテンツの華やかなステージ企画を、京都駅

行いました。各会場で来場者の笑顔や歓声、子ども

ビル室町小路広場では音楽のコンテストを、京都駅前広

たちの笑い声が響いており、盛り上がりの中で幕を

場では打ち水やご当地キャラクター企画、また京都の学

閉じることができました。

生によるブース展開をそれぞれ実施しました。京都駅付
近という立地もあり、各会場では地域の人々や観光客等、
多くの来場者でにぎわい、夏の暑さに負けない、パワー
あふれる一日となりました。本企画を通して、京都学生
文化の魅力を多くの方々に広く発信できたと感じていま
す。

★ 国際企画

★ 縁プロジェクト

根づくまちづくり」をコンセプトに主に留学生を対象とした国

年目を迎えるにあたり、これまで紡いできたご縁を大切にしつ

際交流活動や様々な国の文化を発信するイベントに取り組みま

つ、さらに多くの地域とのご縁を紡いでいこう！という想いと、

した。留学生実行委員との会議では、留学生の母国の文化や日

実行委員が部署や回生に関わらず、人々との出会いを大切に活

本の文化をお互いに教えあい、また、留学生の視点から企画に

動できるように、という想いが込められ「縁プロジェクト」と

ついての意見をもらい、留学生と共に京都学生祭典を作り上げ

いう名前がつきました。京都中の様々なイベントに参加させて

ることを目標に活動

いただき、来場してく

してきました。また、

ださった方々と触れあ

今年は「東アジア文化

う企画を通して、京都

都 市 2017 京 都 」 と

学生祭典が京都に根付

連携し、日中韓の文化

くお祭りになることを

第 15 回京都学生祭典の国際企画では、「学生によって多文化が

今年度誕生した新しいプロジェクトです。京都学生祭典が 15

を来場者の方々に発

目指しています。

信し体験していただ

＜活動実績＞

くイベントを留学生

お 茶 の 京 都 博、 自 転 車 マ

と共に運営を行いま

ナーアップフェスタ

★ 地域交流活動
クリーンアップ

夜間パトロール

日頃、お世話になっている地域

普段お世話になっている岡崎地区

に感謝の気持ちを込めて清掃

と梅逕地区で、毎月、地域の方と

に取り組み、清掃を通して地域

一緒に地域の安全を守るために夜

の方々と交流を深めながら地

間のパトロールを行っています。

域貢献活動に励んでいます。

パトロールを通して地域の事を知

〈活動実績〉

ることが出来る大切な機会となっ

・鴨川を美しくする会

ています。

・鴨川クリーンハイク

ほか

した。

株式会社興和コーポレーション
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三和化工株式会社

シライ電子工業株式会社

株式会社 進々堂

株式会社ShinSei

株式会社 末松工務店

成基コミュニティーグループ

株式会社セレマ
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京炎そでふれ！
Opening
●

平安神宮前の神宮道一帯をステージに、祭典オリジナルの創作お
どりで競う、『京炎 そでふれ！部門』、様々なジャンルのおどりで
競う『マルチ部門』、の 2 つの部門に分かれ、最高のパフォーマン

開演！京炎 そでふれ！

スで競い合います。またコンテストに加えて、「披露部門」の演舞

記 念すべき第 15 回京都学生祭典はオリジナル創作おどり

やゲストチーム演舞も行い、多くの来場者におどりの魅力を伝え

“京炎 そでふれ！スペシャルバージョン”で幕を開けます。

ます。壮大なステージにて、輝く出演者とともに誰もが一緒に踊
りたくなる楽しい空間をぜひお楽しみください！

総勢 1,000 名を超えるおどり手が神宮道一帯を埋め尽く

【審査員】今中友子ほか

し、圧倒的な迫力で祭典の始まりを飾ります！

● Welcome

to 京縁パレード

同 じく神宮道一帯で行うパレードでは、さらにパワーアッ
プを遂げた京都学生祭典のシンボルである「京炎みこし」
をはじめ、京都の多彩なジャンルの学生たちによる見どこ
ろ溢れる、学生のエネルギーが溢れたパレードを是非お楽
日々音楽活動をしている学生による音楽コンテストを開催します。

しみください！

バンド部門、ミックス部門の 2 部門に分かれ、最高のパフォーマンスで競い合います。また、惜しくも本選に出場できなかっ
た二次予選通過者を対象にした演奏披露も行います。
学生が奏でる様々なジャンルの自由な音楽をたくさんの人に感じてもらえる最高の空間をつくります。
学生ならではの様々な音楽の演奏をぜひ、お楽しみください！

縁日企画

【審査員】株式会社 ギザ、株式会社 JEUGIA

学生の持つ熱いエネルギーで来場者のみなさまの「五感」を刺激するブースをご用意！

● 食ブース

食ブースでは「米 -1 グランプリ」と題し、ごはんに合うお
かずをテーマに学生が料理を考案、販売し来場者のみなさ
まの投票でグランプリを決めます！学生の考える「ごはん
に合うおかず」をぜひ食べてみてください。
【企画協力】京つけもの大安

京都学生コレクション

● ステージ

ス テージでは、マジックやお笑いなどのパフォーマンスをお楽しみ
いただけます！特に注目していただきたいのが、日本の伝統芸能で

「ファッション」を軸に様々なジャンルで学ぶ学生を応援する企画です。4 つ

ある「能」をイメージしたデザインとなっているステージです。ぜひ、

のジャンル（①モデルや俳優を目指す学生②服飾のデザイン・制作を学ぶ学

伝統文化と学生文化の融合をご覧ください。

生③メイクを学ぶ学生④ヘアメイクを学ぶ学生）から構成された学生同士で
1 つのチームを組み、頭からつま先までのトータルコーディネートをしても

● 屋台企画

来 場者の皆さまがせんべいに自由に落書きをしていただき、それを

らいます。そして平安神宮をバックにした華やかなステージで、著名な審査

食べることができる「落書きせんべいブース」など、来場者のみな

員の方をお招きしてファッションショー形式のコンテストを行います。

さまが参加して楽しんでいただける企画をご用意しています！

学生プロデュースならではの盛大なステージで、学生の秘めた個性や魅力が
咲き誇る姿を是非ご覧ください。

株式会社
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ゼネック

千鳥酢 村山造酢

株式会社塚腰運送

株式会社 ディレクターズ・ユニブ

株式会社テクノ菱和

株式会社ナベル

日本カラーフォトスタジオ株式会社

【審査員】 メイク系：歯朶原諭子さん
HIRO さん
モデル系：豊川月乃さん
衣装系：大野知英さん
山本 拓さん

日本教育旅行株式会社
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子ども企画

ご当地キャラクター企画

● 思い出残そう！作ろう！チルドレン美術館ブース

京都のたくさんのご当地キャラクターと一緒に遊ぶことができる企画を
ご用意！お子様から大人まで楽しんで頂けます。ぜひお楽しみください！

「京都の四季」をテーマに京都学園大学美術部の学生に描いていただいた下絵に、
来場者の方々に花の部分を描いていただく企画です。アニバーサリーフェスタ等

● ご当地キャラクターとお絵かき

の企画にて作成した「春」「夏」「秋」を展示するほか、京都学生祭典本祭当日で

会 場内にいる個性豊かな様々なご当地キャラクターの塗り絵を体験

は、「冬」を完成させます。

出来るブースです。

また、顔抜きパネルや市内の幼稚園・保育所の園児が描いた作品展示等の企画も
ありますので、作品と思い出の記念撮影をしてください。

● ご当地キャラクターと輪投げ

● 巨大迷路（秘密の冒険！京都でタイムスリップ！）

京都各地のキャラクターと輪投げを楽しむことができるブースです。

岡崎グラウンドの広さを活かした巨大迷路をご用意！京都市立岡崎中学校交流企画

ここでは、京都のいろんな特産物や名所の描かれた的をうまく狙い

で作成した時代祭り新聞の展示や各時代の衣装のイラストで装飾された迷路を通る

輪投げで遊ぶことができます。

ことで、京都の様々な時代にタイムスリップしたような感覚を味わってもらえます。

● ご当地キャラクターコレクション

● わくわく科学ブース

科学をテーマに活動している

会場内を歩き回っているご当地キャラクターをうまく探してシールを

サークルや同好会の学生がプロデュースした企画を実施します。普段触れ合う機会の

たくさん集める企画です。たくさん集めるとご当地キャラクターのオ

少ない科学の不思議や面白さをぜひ体験してください。

リジナルグッズがもらえます。

● 目指せ！わんぱく元気っ子ブース

● ステージ企画

ベルサンテスタッフ株式会社様と協働で企画した参加型の遊びをご用意しています。

個性豊かなご当地キャラクターの特徴やその地域の特産物についての

● 一緒に作ろう！工作ブース
子ども向けのイベントに参加したりボランティアを行ったりしている京都の大学生

クイズをします。京都の文化や美味しい食べ物をたくさん知ることが
できます。また、他にも楽しい企画を用意しています。

サークルの学生と一緒に工作ができます。

● キッズステージ
京都の学生×企業×子どもたちが交流できる、出演者と来場者の距離の近い参加型
のステージをご用意しています。

国際企画
国際企画では実行委員に加え、留学生実行委員と共にブースを運営します。様々な国の文化を体験していただけるだけでなく、留学生
とのコミュニケーションもお楽しみください。

● 15 周年記念オブジェ

京都学生祭典 15 周年を記念したオブジェを芸大生に制作していただき、岡崎公園
に設置します。夜にはライトアップすることで会場を輝かせます。第 15 回だけの
特別感のある空間をお楽しみ下さい！

● 世界の伝統工芸品づくり
留
 学生の母国で親しまれている伝統工芸品を工作するブースです。ここでは、中国の
せんし

「剪紙」と呼ばれる切り絵と、
韓国の「ハフェタル」と呼ばれるお面の塗り絵を体験できます。

● アート体験ブース

● 世界のことば習字ワーク

普段見ることが少ないアートを身近に感じてもらえるような、アート作品を作るブー
スを展開します。来場者の方々にアートの魅力を感じていただきます。

本 祭当日ブース運営を協力してもらう留学生に母国の文字を教えてもらいなが

● 駅ナカアートプロジェクト

ら来場者の方の好きな言葉や名前を習字で体験できます。外国の言葉を書くと

地下鉄東西線東山駅構内にて、壁一面に貼り紙アート
を行い、駅から来場者の皆さまをお迎えします。

いう異文化体験と習字という日本文化の融合を楽しんでいただけます。

● 会場装飾

会場の各所を京都学生祭典オリジナルのフラッグ等で
装飾し、華やかな会場作りをします。

● 第 15 回記念企画

第 15 回だけの学生が演出する音楽と映像の融合。
乞うご期待！！スペシャル企画ですので、お見逃しなく！

１．
【公式パンフレットの広告原稿】

株式会社ビーイング
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BEACON KYOTO

Bijoude

株式会社福寿園

平安建材 株式会社

ベルサンテスタッフ 株式会社

株式会社 堀場エステック

株式会社

丸久小山園
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企業 PR ブース / 共催団体ブース

京炎みこし
鳴鐶（なりかん）とは
京都のみこし文化にとってなくてはならない鳴り物のこと。
主に、ステンレスや真鍮（しんちゅう）といった金属ででき
ており、それを轅（ながえ）と呼ばれるみこしの担ぎ棒につ
けることで鳴鐶轅（なりかんながえ）となる。京都では、跳
ねとよばれる技を行い、
みこしを上下に揺らすことで鳴鐶（な
りかん）を鳴らし、神様を喜ばせるという風習がある。

京都学生祭典は、地域社会 ( 企業・行政・大学・地域 ) の多大な理解と協力のもとで毎年開催することができています。本祭会場では、
こうした団体とともに一つの祭りを創り上げるべく、各団体の取り組みを紹介するブースを設けています。京都の企業や行政ならでは
の特色あるブースとなっていますので、ぜひお立ち寄りください。

企業 PR ブース

●出展 ( 予定 )
ローム株式会社
株式会社 GS ユアサ
株式会社 キャリアパワー
株式会社 京進
株式会社 長栄
ニチコン株式会社
株式会社 ファミリーマート

共催団体ブース

●出展 ( 予定 )
京都府
京都市
公益財団法人
大学コンソーシアム京都

京都学生祭典の象徴であるオリジナル創作みこしです。第 5 回京都学生祭典 (2007 年 ) の時に職人の方と学生が共に 1 から作りあげ
たみこしで、胴や屋根部分には京都を表すデザインや、西陣織の装飾が盛り込まれています。
お祭りを創っていく学生実行委員や演者、その活動を支えてくださる産学公地域の皆様、企画当日にお越し下さるお客様などの「京
都学生祭典に関わる全ての人々の想い」をのせたみこしです。年齢・性別・国籍などの枠を飛び越え、たくさんの人々とともに担ぐこ
とにより、京都学生祭典と京都を繋ぐことができる文化物となっています。
今年度、新たに京都のみこし文化ならではの鳴鐶を学生が 1 から作りあげ、その音色とともに京都を盛り上げてまいります。
また、岡崎グランドにおいて、展示ブース内で企画の他に、来場者の皆様に担ぎ手になっていただき、実際に京炎みこしを担いでいただく、
“担ぎ手体験”の企画も行いますので、ぜひ足をお運びください！

個人サポーター募集 !

Grand Finale

京都学生祭典は、学生が中心と
なり「産・学・公・地域」が互
いに連携しながら京都の魅力を

本祭当日に行われたおどり・音楽・ファッション、全てのコンテストの優勝団体の披露・表彰を行います。

発信し、京都を盛り上げる「祭」

また、15 回ならではのスペシャル企画をご用意。このコラボレーション企画では、京都学生祭典オリ

です。そして、今年は記念すべ

ジナルのプロジェクションマッピングによる演出でステージを華やかに彩り、そして、1,000 人から

き 15 回目を迎えます。この活

選ばれたおどり手による京炎 そでふれ！スペシャルバージョンの披露、最後は来場者・出演者が共

動はみなさまからの温かいご支

に会場一体となって盛り上がる総踊りで第 15 回京都学生祭典を締めくくります。

援・ご協力により成り立ってい
ます。ぜひ私たちと一緒に京都
を盛り上げてください。

●個人の皆様●
一口 1,000 円よりご支援を承っております。
＜申し込み方法＞

株式会社 美也古商会
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みやこ薬局 株式会社

ヤマト運輸株式会社 京都主管支店

株式会社ユーシン精機

吉村建設工業株式会社

＜振込先＞

10 月 8 日（日）本祭会場内インフォメー

金融機関：ゆうちょ銀行

ションブースにて受付ております。お振

口座番号：００９３０－８－３１８５４２

込みによるお申込みも承っております。

口座名義：京都学生祭典個人サポーター

株式会社 ローバー都市建築事務所

株式会社ロマンライフ

株式会社

ワタナベ美装
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スペシャルサンクス
第 15 回京都学生祭典を開催するにあたり、数えきれないほど多くの皆様のご支援、ご協力を頂きました。紙面の都合上、全ての方のお名前を載せることはで
きませんが、皆様に心より感謝申し上げます。
安寧自治連合会
今北住宅建築
今出川口京極神輿会
右京区役所
社会医療法人 太秦病院
株式会社 EXPG
映画制作サークル NTKS
株式会社オースタンス
大手筋商店街振興組合
岡崎自治連合会
岡崎神社氏子会
お茶の京都博実行委員会
音羽山 清水寺
カゴメ株式会社
鴨川を美しくする会
株式会社ギザ
魏飯夷堂 魏禧之様
京炎 そでふれ！披露出前教室参加の皆様
京炎みこし保存会
学校法人京都外国語大学京都外国語専門学校
京都学園大学京都太秦キャンパス
独立行政法人京都国立近代美術館
株式会社京都産業振興センター（みやこめっせ）
京都市右京区役所
京都市右京警察署
京都市観光協会
京都市行財政局
京都市建設局自転車政策推進室
京都市交通局
京都市左京消防署
京都市下京警察署
京都市住宅供給公社 向島学生センター
京都市上下水道局
京都市消防局
公益社団法人 京都市私立幼稚園協会  

京都市総合企画局市長公室広報担当の皆様
京都市総合企画局プロジェクト推進室
公益財団法人 京都市体育協会
京都市都市計画局広告景観づくり推進室
一般財団法人 京都市都市整備公社
京都市西京区役所
京都市美術館
京都市武道センター
京都市文化市民局文化芸術都市推進室
京都市メディア支援センター
京都市立岡崎中学校
京都市立錦林小学校
京都市立芸術大学
京都市立芸術大学名誉教授 鶴田憲次様
京都大学中国人留学生学友会
京都府右京警察署
京都府合唱連盟
京都府川端警察署
公益社団法人京都府観光連盟
京都府教育庁指導部
京都府警察本部
京都府国際課
京都府下京警察署
京都府茶業会議所
京都府農林水産部流通・ブランド戦略課
京都府立大学大学院 教授 松原斎樹様
京都府立図書館
京都文化市民局市民スポーツ振興室
京都文化日本語学校
京都文教大学 教授 森正美様
京の三条まちづくり協議会
京料理萬重 若主人 田村圭吾様
こいや祭り
神戸よさこい
御香宮獅子若木挽町青年団

小山薫堂様
坂上 直様
左京保健センター
さくらよさこい
株式会社 JEUGIA
下之社一般社会法人 塩小路会
株式会社 上部
鈴木恵千代様
成安造形大学 田中秀彦様
生祥自治連合会
株式会社太鼓センター
Tomoko Dance Art Company
東映太秦映画村
東映株式会社京都撮影所
日本トラベルセンター株式会社
Nomura Art Plant
梅逕安心安全ネットワーク
東アジア文化都市 2017 京都実行委員会の皆様
伏見稲荷大社
文化庁地域文化創生本部事務局
ベトナム人留学生学友会
株式会社ほしやま 星野明香様
堀川と堀川通りを美しくする会
未生流笹岡 隆甫様
一般財団法人 民主音楽協会
元離宮二条城
株式会社よしもとクリエイティブエージェンシー
洛陽総合高等学校教諭 土屋智裕様
立命館大学理工学部
竜馬通り商店街振興組合
龍馬よさこい
リンクエイジ株式会社
ロームシアター京都

大学コンソーシアム京都加盟校一覧
[ 国立大学 ]
京都大学
京都教育大学
京都工芸繊維大学
[ 公立大学 ]
京都市立芸術大学
京都府立大学
京都府立医科大学
福知山公立大学
[ 私立大学・短期大学 ]
池坊短期大学

ワタベウェディング株式会社
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大谷大学
大谷大学短期大学部
京都医療科学大学
京都外国語大学
京都外国語短期大学
京都学園大学
京都華頂大学
華頂短期大学
京都看護大学
京都経済短期大学
京都光華女子大学

京都光華女子大学短期大学部
京都産業大学
京都女子大学
京都精華大学
京都西山短期大学
京都聖母女学院短期大学
京都造形芸術大学
京都橘大学
京都ノートルダム女子大学
京都美術工芸大学
京都文教大学

京都文教短期大学
京都薬科大学
嵯峨美術大学
嵯峨美術短期大学
種智院大学
成安造形大学
同志社大学
同志社女子大学
花園大学
佛教大学
平安女学院大学

平安女学院大学短期大学部
明治国際医療大学
立命館大学
龍谷大学
龍谷大学短期大学部
大阪医科大学
京都情報大学院大学
放送大学京都学習センター

WABISUKE
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KIZUNA
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よりキレイに
より鮮やかに
より自然に
RGB印刷

従来のプロセス４色印刷では再現しきれなかった色彩表現など RGB画像の広色領域を再現可能に。
6色の掛け合わせでさまざまな特色が再現でき、RGB画像に慣れた現代人の目にフィットします。
鮮明さが大幅UPで透明感・立体感が違います。

http://www.tsuchiyama.co.jp
本
社／
〒601-8308 京都市南区吉祥院向田東町14
TEL. 075-316-3355
東京営業所／
〒113-0033 東京都文京区本郷３-４３-１３南江堂第二ビル４Ｆ
TEL. 03-6891-1651
大阪営業所／
〒541-0044 大阪府中央区伏見町4-2-6 平松ビル4F
TEL. 06-7222-3401

印刷通販
オンラインプリントショップ
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データ入稿
時間対応

〒601-8308 京都市南区吉祥院向田東町14
TEL. 075-316-3388

info@print-p.com

152×107mm

た け び し の 特 徴 は 電 機 ・ エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 『
営 業 は お 客 様 の 悩 み に 耳 を 傾 け 、 解 決 策 を
技 術 者 は そ れ を 実 現 す る た め の 開 発 に 知 恵
そ こ か ら 期 待 を 超 え る 付 加 価 値 を 生 み 出 し て

技 術 商 社 』 で あ る と い う こ と 。
と こ と ん ま で 考 え 提 案 す る 。
を 絞 る 。
い く の が 、 私 た ち の 使 命 で す 。

615-8501 京都市右京区西京極豆田町29番地 TEL 075-325-2111 FAX 075-325-2250 WEB http://www.takebishi.co.jp/

26

27

28

