


01



01

株式会社アイビーインターナショナル 有限会社アトリエニライ 株式会社アンタレスコーポレーション 安藤不動産株式会社

�����������������
��� ������������� Corporation

����
�604-8134
����������������������
TEL 075-255-1500 FAX 075-255-3232

������
�104-0051
������������� ������ ���������  
TEL 03-����-���� FAX 03-����-����

         

����    ����������������

         ����������  

         ������������26-010006�

                    ������

                     ������

                     �������� �������

         ����������   
  

目 次
 02 ご挨拶

 03 京都学生祭典とは

 04 年間活動／KYO-SENSE

 05 京炎 そでふれ！／個人サポーター

 06−07  当日会場図／タイムテーブル

 08−09  企画内容
〈Opening ／ Grand Finale〉

目次／アクセス・交通規制

アクセス・交通規制
 アクセス
● JR・近鉄「京都駅」から市バス5・100
　「岡崎公園美術館・平安神宮前」下車すぐ
●阪急「四条河原町」から市バス46
　「岡崎公園美術館・平安神宮前」下車すぐ

●地下鉄東西線「東山駅」から徒歩約10分

 交通規制日時
平成27年10月 11日（日）
10：00～ 18：30

 交通規制区間
❶神宮道（二条通交差点 ～ 仁王門通交差点）
❷二条通（疏水浜通交差点 ～ 岡崎通交差点）
※ただし、京都市勧業館みやこめっせ駐車場利用車両、
京都市美術館身体障がい者用駐車場利用車両は除く。
岡崎地下駐車場は北側出口が当日は北側出入口となります。
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ご 挨 拶

第 13回京都学生祭典
実行委員会　実行委員長

堀瀬 奈央
京都女子大学 3回生

今年度、第 13 回京都学生祭典は「京都があなたを魅了す
る」というコンセプトを掲げ、京都に関連の深い方々と共
に all 京都で京都の活性化に取り組んできました。そして全
ての「あなた」を対象に all 京都で創りだす京都に魅了して
頂けるよう、1年間様々な活動を行ってきました。

また、今年度は神宮道北側が歩行者天国になったことの
柿落として Grand Finale を昨年度までの平安神宮境内では
なく神宮道のメインステージにて実施致します。1年間本格
的に国際化に取り組んだこともあり、今までとは違った京
都学生祭典を味わって頂けるのではないかと思っておりま
す。実行委員及び当日スタッフ・参加団体の学生一同、来
場者の皆様に楽しんで頂き、10 月 11 日が特別な日になる
よう全員が最高の笑顔で皆様をお待ちしております。ぜひ、
学生のパワーを存分に感じてください！

最後にはなりましたが、第 13 回京都学生祭典実行委員会
の活動に御支援・御協力賜りました皆様に厚く御礼申し上

げます。

京都府知事

山田 啓二
　

京都の学生の情熱を原動力とし、京都の経済
界、行政、地域が支え、オール京都で創り上げ
てきた京都学生祭典にようこそお越しください
ました。
13 回目をむかえ、「京都があなたを魅了する」
をコンセプトに開催される今年の祭典は、御来
場の皆様、関係の皆様おひとりおひとりに京都
の魅力を伝えたいという学生達の強い思いが込
められています。既に 90 年の歴史を誇る府立
植物園でのプレ企画をはじめ、伏見商店街との
連携事業、留学生との交流事業など、府内各地
で新たな挑戦がスタートし、様々な出会いと感
動が生まれています。
その集大成となるこの祭典を、心ゆくまで楽
しんでいただき、学生達の熱い思いを感じてい
ただき、皆様おひとりおひとりの心に残る祭典
となりますことを心から祈念いたします。

京都市長

門川 大作
　

「学生のまち・京都」の魅力を，学生自身が
力強く発信する。今やすっかり京都を代表す
るイベントとして定着した京都学生祭典が，第
１３回を迎える本年も若き力を結集して盛大に
開催されます。共催メンバーの一人として，皆
様の御来場を心から歓迎申し上げます。
幅広い方と縁を紡ごうと，学生たちが懸命に
練り上げた多彩な企画は，まさにコンセプトの
とおり大いに“あなたを魅了する”ものと確信
しています。また本年，神宮道を歩行者専用化
したことで，会場一帯は更に賑わいに満ちた空
間に生まれ変わりました。溢れる活気の中，学
生たちの熱い思いが込められた京都ならではの
お祭りを，どうぞ存分にお楽しみください！

第 13 回京都学生祭典
組織委員会　委員長

赤松 徹眞
公益財団法人 大学コンソー
シアム京都　理事長

本日は、第 13回京都学生祭典にようこそおいでくださいました。
 “大学のまち　学生のまち”京都を舞台に、京都の“主役”

ともいえる学生が創りあげるこの祭典は、2003 年の第 1回開催
以来、多くの皆さまのご理解とご支援、また多数のご参加を賜り
ながら発展を続け、このたび第 13 回を迎えることができました。
ご尽力くださいました関係各位に感謝申しあげるとともに、溢れる
知性と情熱、強い意志と行動力を祭典に注いでこられた（元／
現）学生のみなさんに心より敬意を表したいと思います。
all 京都で京都の活性化に取り組み、これまで築きあげられた

文化と伝統、歴史を大切にすると同時に、新たな分野へのアプ
ローチ、チャレンジをおこない、さらなる飛躍をめざす、今回のコ
ンセプト「京都があなたを魅了する」は、多くの人びとに感動、
歓びを伝えることでしょう。そこに京都の未来を、日本の未来を開
く、たしかな若者の成長を間近に見届け、実感する場となります
ことを確信します。
皆さまには、心ゆくまで祭典にこめられた学生の想いを受けと

め、新しい知力に支えられた学生の溌剌とした、新たな挑戦に

裏づけられた祭典を心行くまで楽しみください。

京都商工会議所　副会頭

柏原 康夫
　

第 13 回京都学生祭典にご来場頂き、誠に有
難うございます。
地域社会との絆を大切に、多くの感動と笑顔
とともに、「学生のまち・京都」を広く発信し
てきた学生祭典も 13 回目を迎えます。今年の
学生達も歴代の先輩から受け継いだ熱い思いを
胸に、日々奔走し、たくさんの方々と出会い、
多くのことを学び大きな成長を遂げてきまし
た。今日はその集大成として祭典を大いに盛り
上げてくれると期待しています。
今年の祭典は「京都があなたを魅了する」が

コンセプトです。七千人を超える留学生が学ぶ
京都に相応しく、国際化といった新たなテーマを
掲げこれまでにない企画にも挑戦しています。
ご来場の皆様には、今日一日心ゆくまでぜひ楽

しんでください。そして、これからも学生達への
変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げます。

一般社団法人
京都経済同友会　代表幹事

増田 寿幸
　

第13回京都学生祭典 ～Kyoto Intercollegiate 
Festa ～にようこそご来場いただきました。
今年の京都学生祭典は、「京都があなたを魅了

する」というキーコンセプトのもとに2つの目標を掲げ、
1年間にわたり準備を進めてまいりました。2つの目
標とは、  1．「学生祭典の国際化」 ̶外国人留
学生の多数参加、外国人観光客の祭典見学の増
加を目指すこと、  2．「学生祭典の規模拡大」 ̶
延べ来場者数で20 万人超を目指すことです。
このような目標を掲げつつ、メインの踊り演目「京
炎 そでふれ！」も、京都の大学生たちが 1つになっ
て演じますので、どうぞ皆様、お楽しみ下さい。そ
して、参加学生の皆さんは、日頃の練習成果を活
かし、京都の秋を踊り一色に染め上げて下さい。
私たち、京都経済同友会は、「第 13 回京都学
生祭典」が大成功することを心より祈念いたします。
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オムロン株式会社 仮想就活講座「Virtual Recruit」by（株）コミューン 株式会社 カワタキコーポレーション 株式会社貴久樹

京都学生祭典とは

    京都学生祭典とは
学生と産・学・公・地域が互いに連携しながら、京都・学生の魅力を発信し京都を盛り上げる「祭」、それが京都学生祭典。毎年、10月に平安神宮・
岡崎公園一帯で学生が主体となって運営する全国的にも例を見ない「祭」です。13年目を迎えた今年度は、「京都があなたを魅了する」をコ
ンセプトに、京都の大学に在籍する学生実行委員が、企画立案から広報活動まで、本祭に向け幅広く活動しています。また今年は「国際化」
を主要な柱とし、節分や能に関わる文化体験企画など、京都の地域活性を目指す京都学生祭典だからこそできる「国際交流」を積極的に行っ
てきました。さらに、年間を通じ、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様な交流活動も行っています。

東北震災復興

    繋ぐ－KYOTOHOKU－
今年のゴールデンウィークに「繋ぐ～KYOTOHOKU～」として
東北に訪問しました。
未だに復興の進んでいない場所も多く、津波で1階部分が流さ
れてしまった家や、完全にまがってしまっている電信柱、放射線で
汚染された土を回収した黒の袋が数え切れないほど無数に並んで
いる様子を目の当たりにしました。
この震災を風化させないことを目標に、訪問前には勉強会、事後
には京都地域の方を対象
とした成果報告会や防災
教室を開催しました。
自然災害はいつどこで起
こるかわかりません。起こ
る前に自分たちができるこ
とを考え、この体験を一
人でも多くの人々に伝え
ていきたいと思います。

第 13回京都学生祭典では、「国際化」をコンセプトに、主に
留学生を対象とした国際交流活動を行ってきました。京都や日
本の文化の魅力を発見する企画を通して留学生との交流を図り、
同時に京都学生祭典の魅力を伝え、「京都をもっと好きになって
もらう」ことを目指して活動してきました。（留学生交流イベン
ト：節分体験・お花見・灯籠づくりほか）

 第13回京都学生祭典コンセプト

 ―京都があなたを魅了する
京都学生祭典において、all 京都で創りだす「京都」を通じて、すべての「あなた」一人一人
を魅了します。
特に今年は、「国際化」「関係者人数20万人」を2つの柱とし、実行委員会が多文化理解や
広い視野を身につけ、これまでにない新しい視点を取り込んでいきます。先代が築いた歴史や
文化など、既存の魅力を継承するだけでなく、国際交流や地域交流を通じて発見した新たな魅
力をも全ての「あなた」に発信し、余すことなく京都の魅力を伝えていきます。

国際化

    国際化プロジェクト
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きものレンタル夢京都 京ごころ 株式会社 京都駅観光デパート 京都 人力車 えびす屋

年間活動／KYO-SENSE

    KYO-SENSE
 KYO-SENSE プロジェクト

京都学生祭典においてエコ活動を行うプロジェクトです。京都学生
祭典は祭の規模が大きくなるにつれ、年々ゴミの量が増え続けてい
ました。そこで「環境にかける負荷をできるだけ減らしたい」「学
生が身近な環境問題に取り組むことで、学生から京都へ、さらには
日本全国へ新しいライフスタイルを提案したい」という想いから、
2007年に本祭の縁日企画でリユース食器（※）を導入し、2008
年に「KYO-SENSE プロジェクト」を発足させました。
また、同年5月に京都府知事・京都市長・大学コンソーシアム京都
理事長らを賛同人として「KYO-SENSE 共同宣言」を発表し、学
生が地域・企業と協力することで活動の基盤を作りました。本年度
以降もさらに幅広く環境問題に取り組んでいくことを目指します。

環境活動

    年間活動
 地域交流

私たちは地域の方々との交流を大切にし、より地域に根付い
た「祭」にしたいという想いから、年間を通して地域と連携し、
様々な活動を行っています。毎月、地域の方々と夜間パトロー
ルや清掃活動などを行い、交流を深めながら地域貢献活動に
取り組んでいます。また、京都学生祭典がお世話になってい
る地域のお祭りにも積極的に参加・協力しています。

 地域連携

伏見地域の 7商店街、京都国際学生映画祭と連携
し、盛大な地域連携イベントを開催しました！
京都学生祭典のオリジナルの創作おどりである「京
炎 そでふれ！」のスペシャルバージョンを一堂にお
どる人数でギネス世界記録®へ挑戦しました！

平成27年8月22日土
＠伏見桃山・
　中書島エリア

ステージ企画として京都の学生による民族楽器パフォーマンスや書道
パフォーマンスなど普段見られない体験ができ、竹を使った工作コー
ナー（竹とんぼ・お箸・京こま）、本祭の展示や会場装飾に使用するアー
ト作品作りをしました。来場者数は約 8,000 人と、たくさんの人と触
れ合うことができました！

平成27年7月5日日 ＠イオンモールKYOTO

Touch the WORLD!
Touch the KYOTO!

「京都を知り、
新文化を創り出す」
第一歩を踏み出す

世界への挑戦 in 伏見

地域活動

●岡崎地域清掃
●安寧地域清掃
●夜間パトロール
2月8日---
●三条餅つき大会
4月26日---
●稲荷祭り
7月5日---
●Touch the WORLD!
　Touch the KYOTO!
7月24日---
●三条神興祭
7月25日---
●岡崎納涼祭
8月2日---
●安寧夏祭り
8月8日---
●エコサマーフェスタ
8月22日---
●世界への挑戦 in 伏見
10月25日---
●学びフォーラム（高校生企画）

活 動 概 要

リユース食器

KYO-SENSE プロジェクトの一環として、ゴミを少しでも減らすために、本祭縁日
企画でリユース食器を使用しています。洗浄・殺菌可能なプラスチック製の食器を繰
り返し洗って使用することで、環境負荷の減少に努めています。

貸し出し
ブース

リユース食器を
団体に貸し出す

洗浄ブース
食器を洗浄・殺菌し
貸し出しブースに

運ぶ

各店舗
リユース食器で飲食
物を来場者に
提供する

回収ブース
食べ残しや残り汁を

処分する

来場者
食後、回収ブースに
食器を返却するリユース

手順

KYO-SENSE サポーター協賛
株式会社 GS ユアサ
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京都ステーションセンター株式会社 京都体育施設株式会社 京都電子工業株式会社 京都投稿型955（グーココ）ニュース

京炎 そでふれ！／個人サポーター

    京炎�そでふれ！

「学生のまち京都」の新たな文化を発信するべく、第3回京都学生祭典（2005年）から生まれたオ
リジナル創作おどりです。曲・振り・衣装に京都らしさが盛り込まれており、四竹（よつたけ）とい
う竹の鳴り物を使用しています。
『京炎』には「学生の燃えるような想いを発信したい」という意味の他、「競演」や「共演」という意
味も含んでおり、学生が「市民と祭りを共創したい」という想いを形にしています。
『そでふれ』の由来は「袖振れ合うも多生の縁」と「Friend（＝仲間）」であり、おどりを通じて出逢
う人々との縁を大切にしようという想いが込められています。

個人サポーター募集中！
京都学生祭典は、多くの方々と共に京都を盛り上げていきた
いという想いで日々活動しています。この活動はみなさまから
の温かいご支援・ご協力により成り立っています。そこで、私
たちの活動にご賛同いただける方を、個人サポーター（1口
1,000 円から）として募集しております。頂いたご支援は京
都学生祭典の活動費に充当します。

【受付締切】
2015年 10月11日（日）

【 振 込 先 】
金融機関名：ゆうちょ銀行
口座番号：00930-8-318542
口座名義：京都学生祭典個人サポーター

サポーター特典
♦ 第 13回京都学生祭典報告パンフレットに
ご芳名を掲載し、ご自宅にお届け！

♦ 8月31日（月）までに2口以上ご支援
いただいた方⇒抽選で京都学生祭典本祭の
Grand Finale の観覧席をプレゼント！

♦ 京都学生祭典本祭当日に会場でご支援
いただいた方
⇒もれなく特典がございます！

詳しくはWEBサイト「京都学生祭典」へ！

京炎 そでふれ！おどり披露ほか募集！
おどり披露・出前教室をご希望の方、また、新チーム支援や詳細が知りたいという方も、公式Web サイトまで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。（中学生以下の方は、保護者または先生からの連絡をお願いします。）

 おどり披露
地域のイベントや児童館・福祉施設などに大学
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せんか？どのようなイ
ベントでもお気軽にお問い合わせください。

 出前教室
文化祭や体育祭などの学内行事、また各種団
体の発表など様々なニーズにあわせ、大学生
によるスペシャルバージョン・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。

 新チーム支援
「京炎 そでふれ！」をおどる新チームを立ち
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！

【おもな披露先】
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．試合会場ほか

【開催実績】
各地域の児童館、福祉施設、市内小中学校・高等学
校ほか

今中 友子
プロフィール

京炎 そでふれ！ 制作・振付者制作・振付者
有馬龍子バレエ団にて、有馬龍子・東勇作・薄井憲二・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
パニーを結成し、12年にはNY「APAP Showcase at Peridance」に参加。
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キョーワファシリティーズ株式会社 近建ビル管理株式会社 近鉄ビルサービス株式会社 株式会社 きんでん京都支店

当日会場図

本部・救護テント

鳳ステージ

豪ステージ

華ステージ

絢ステージ

爛ステージ

行政ブース

京炎みこし

京都市美術館
京都市勧業館
みやこめっせ

京都国立
近代美術館

京都府立
図書館

平安神宮

岡崎グラウンド

ロームシアター
京都

ロームシアター京都会議場

岡崎
都市公園

京都市美術館
別館

交
番

応天門

テニス
コート

神宮道

駐輪スペース

東
大
路
通

二条通

岡
崎
通

冷泉通

�

�
�

�

� � �

�

�
京炎みこし展示スペース

トイレ

バリアフリー対応トイレ

駐輪スペース

ゴミ箱

喫煙スペース

リユース食器回収ブース

AED設置場所

�

※第13回（今年度）は平安神宮、みやこめっせは使用しません。

インフォメーション

割り箸燃えるゴミ ペットボトル
キャップ

その他
プラスチック製容器
包装ゴミ・生ゴミ
段ボール・古紙

カン・ビン
ペットボトル

 ゴミの分別について 　※詳しいゴミの分別については各ゴミ箱の近くにいるスタッフにお聞きください。
雨天・荒天時

小雨決行。雨天・荒天時
は協議の上、可能な範囲
で企画を実施します。
判断結果は公式Webサ
イトをご確認ください。
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株式会社 グローバルリソースマネジメント 月桂冠株式会社 株式会社 公益社 向塾

タイムテーブル

本部・救護テント

鳳ステージ

豪ステージ

華ステージ

絢ステージ

爛ステージ

行政ブース

京炎みこし

京都市美術館
京都市勧業館
みやこめっせ

京都国立
近代美術館

京都府立
図書館

平安神宮

岡崎グラウンド

ロームシアター
京都

ロームシアター京都会議場

岡崎
都市公園

京都市美術館
別館

交
番

応天門

テニス
コート

神宮道

駐輪スペース

東
大
路
通

二条通

岡
崎
通

冷泉通

�

�
�

�

� � �

�

�
京炎みこし展示スペース

トイレ

バリアフリー対応トイレ

駐輪スペース

ゴミ箱

喫煙スペース

リユース食器回収ブース

AED設置場所

�

※第13回（今年度）は平安神宮、みやこめっせは使用しません。

インフォメーション

※トイレは公衆トイレ及び仮設トイレをきれいにご利用ください。
※京都市美術館・京都国立近代美術館・京都府立図書館でのトイレのご利用は
ご遠慮ください。
※自転車は降りて、ご通行ください。
※喫煙は喫煙スペースをご利用ください。それ以外の会場は禁煙です。
※会場内は、運営スタッフ、警備員の指示に従ってください。
※この地図の内容は、やむを得ない事情により、変更する場合があります。

1

Opening  11:00－11：40

神宮道一帯 
11：00～ 11：10   開演！京炎 そでふれ！
11：10～ 11：30   京炎 みこしパレード
11：30～ 11：40    式典（神宮道鳥居下）

2
おもてなし企画（飲食ブース）  11:40－19：00

岡崎都市公園

3
Kyoto  Student  Music  Award   11:50－17：00

神宮道・鳳ステージ・華ステージ

4
京炎�そでふれ！全国おどりコンテスト 11:40－17：00

神宮道・鳳ステージ・豪ステージ・華ステージ・絢ステージ・爛ステージ

5
げんきっずフェスティバル2015 11:40－17：00

岡崎グラウンド

6
年間活動の展示 11:40－17：00

岡崎グラウンド園路西側・岡崎都市公園

7
企業PRブース 11:40－17：00

岡崎都市公園・岡崎都市公園南側二条通歩道

8

Grand Finale  17:00－19：00

神宮道メインステージ 
 KSMA優勝団体パフォーマンス
 開幕宣言
 モザイクアート披露
 食おもてなしグランプリ優勝団体発表
 京炎 そでふれ！
　 全国おどりコンテスト優勝団体パフォーマンス
 民族衣装ファッションショー
 京炎 そでふれ！ SPver．披露
 総おどり
 来賓挨拶・閉幕宣言

※イベントスケジュールは変動する場合があります。予めご了承ください。
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シライ電子工業株式会社 株式会社　末松工務店 スター株式会社 成基コミュニティグループ

Opening ／ Grand Finale

    Opening

～分かち合う、文化と学生の力～
京都学生祭典の開幕を彩る企画です。神宮道一帯を使った数々の企画でご来場
の皆様を圧倒します！！

 開演！ 京炎�そでふれ！
神宮道を埋め尽くす、総勢1,300名を超えるおどり手が魅せる“京炎 そでふれ！
スペシャルバージョン”。圧倒的な迫力が京都学生祭典の始まりを印象付けます。
おどり手の真剣なまなざし・熱いパワーを感じてください。

 京炎みこしパレード！
京炎みこしがパレードになって復活！京炎みこしのほか、和太鼓やマーチング
などのパフォーマンスでパレードを盛り上げます。迫力のあるみこしパフォー
マンスであなたも釘づけ間違いなし！

※京炎みこしとは
第5回京都学生祭典で作られた京都学生祭典のシンボルです。作成には多くの京都の
伝統技術が結集されており、まさに京都中の想いを乗せたみこしです。パレード終了
後は、今年の活動に関わった方々のメッセ̶ジと共に京炎みこしを展示します。

 式典
京都学生祭典は多くの方々に支えられています。日頃の活動を応援してくださる、各界の来賓の方々による温かいメッセージや、開幕を
告げる盛大なファンファーレなどにも注目です。

    Grand Finale
 Kyoto Student Music Award   優勝団体 演奏

Grand Finale のスタートを印象づけるのは、Kyoto Student Music Award
優勝団体によるバンド演奏です。学生ならではの若さあふれる力強い演奏にあ
なたも引き込まれるでしょう。
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株式会社　ゼネックコミュニケーション TAKAMIBRIDAL 株式会社ダッハランド 筒城造園土木株式会社

Grand Finale

 モザイクアート披露
学生祭典に関わった多くの人たちの写真や折紙・手形等さまざまな素材を使って1枚の作品にします。アートの魅力はもちろん、学生
祭典と多くの人たちとの「つながり」を感じてください。

 食おもてなしグランプリ優勝団体発表＆抽選
縁日企画で開催される学生飲食ブースの来場者投票のグランプリを発表します。あなたも世界のグルメを食べて投票に参加してくださ
い！

 京炎�そでふれ！全国おどりコンテスト優勝団体演舞・表彰式
「京炎 そでふれ！全国おどりコンテスト」の優勝団体によるパフォーマンスを行います。激戦を勝ち抜き頂点に輝いた、至高の演舞をお
楽しみください！！

 民族衣装ファッションショー
国際色豊かな衣装と、京都が誇る着物のファッションショーです。きれいな衣装とモデルさんにステージも華やぐことでしょう。

 京炎�そでふれ！  スペシャルバージョン演舞
京炎 そでふれ！が誕生して11年。1,300名のおどり手の中から選りすぐられたトップレベルのおどり手が“京炎　そでふれ！スペシャ
ルバージョン”を披露し、来場者を魅了します。一度目にしてしまったら、あなたも“京炎 そでふれ！”の魅力に取りつかれるでしょう！

 京炎�そでふれ！ 総おどり
京都学生祭典の最後を締めくくるのは、来場者参加型の総おどり「京炎 そでふれ！簡単バージョン」です。最後はみんなで踊って楽しみ、
今年の祭典を締めくくりましょう。
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株式会社東畑建築事務所 内定塾 株式会社ナベル 日本教育旅行株式会社

 

味わおう、世界の中の京文化。
海外の様々な文化と、京都ならではの文化に触れてもらいます。食や学生のパフォーマンスを通して京都にいる外国人や留学生には京都
の魅力を味わっていただき、在住の方には京都の良さを再発見・再認識してもらう事を目指します。

おもてなし企画

 食おもてなしグランプリ
学生グループが考案した京都の食材を使用した世界
各国の料理が味わえます。また、来場者の投票によ
るグランプリ形式となっており、優勝団体を当てた方
から抽選で豪華
景品がもらえま
す。ぜひたくさ
ん食べて、世界
の料理とその中
の京都の食材を
味わいましょう！

 世界のグルメブース
伏見にあるインド、ルーマニア、スペイン、ア
メリカ料理店、山科のあんこかつ「和」が出店！
各国のプロの味も楽しめますよ！ぜひ学生の店
舗とともにこち
らにも足を運ん
でください。

 地域の商品展
毎年連携事業等を通して交流を深めてきた安寧・
梅逕・岡崎・三条に加え今年新たに連携した伏
見地域を加えた 5つの地域の中から、地域の魅
力を発信する商
品を販売しま
す！

縁 日 企 画

 竹でクリエイティブース
京都産の竹を使って、日本人の食生活に欠かせ
ないお箸作りやおもちゃ工作を体験できます。
近年、竹の使用頻度が減っているなか、竹との
触れ合いを通じ
て竹の温かみを
感じてみてくだ
さい。
（協力：
㈲竹平商店）

 異SHOW体験ブース
京都には欠かせない着物を着て、祭をまわって
いただけます！
また世界の民族衣装の展示や顔出しパネルも楽
しめます！
日本と世界の文
化を直接肌で感
じてください！

 ちりめんブース
京都の伝統産業品であるちりめんを使って、コー
スター、リボン、ミニかんざしを制作すること
ができます。お気に入りの布を使ってオリジナ
ルアクセサリー
を作ってみませ
んか？

文 化 企 画

 おもてなしステージ
幅広いジャンルの学生団体や、おどりコンテス
ト参加団体によるパフォーマンスの他、世界各
地の音楽などのステージ披露が盛りだくさんで
す。料理を食べ
ながらお楽しみ
ください。

 手作り灯籠ブース
昼に作った自分の灯籠が、夜になればライトアッ
プ！？
祭を彩る灯籠や京都の中高生が作った大きな展
示物も設置。
夜の都市公園で
は昼間とは一味
違った雰囲気を
味わえること間
違いなし！

鑑 賞 企 画
おどりブースは、岡崎都市公園と岡崎グ
ラウンドの2箇所で行っています。
岡崎都市公園ではチームのグッズを販
売しており、缶バッチ等のグッズが手に
入る大チャンス！ 岡崎グラウンドでは、
おどり手の衣装や四竹・フェイスシー
ルが体験できます。四竹キーホルダーを
作ったり、おどり手メイクをしてみたり、
京炎 そでふれ！の世界をより身近に感
じることができます。是非「京炎 そで
ふれ！」の世界に触れてみてください！

  おどりブース
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日本新薬株式会社 株式会社ビーイング 有限会社美巧社 株式会社福寿園

学生文化企画・げんきっずフェスティバル2015

    学生文化企画

Kyoto Student  Music Award
Kyoto Student Music Award が、今年、4年の月日を経て
京都学生祭典に帰ってきました！
学生が学生アーティストの夢を応援するこの企画では、京都か
ら全国に向け、音楽活動を発信します。かつてグランプリを受
賞したChicago poodle もその後プロデビューを果たし、現在
幅広く活躍中です。学生たちの若い力をぜひライブ感覚でお楽
しみください！

京炎�そでふれ！全国おどりコンテスト
京都らしさを取り入れたおどりを対象とした「京炎 そでふれ！部
門」、様々なジャンルのダンスが楽しめる「ノンジャンル部門」、
披露のみを行う「披露部門」の
3 部門計 120 団体によるダン
スコンテストです。コンテストの
合間には、出前教室参加の皆さ
んによるおどり披露や、Grand 
Finale のクライマックスでおど
る「京炎 そでふれ！
簡単バージョン」の
レクチャーも行いま
す。みんなでおどっ
て一緒に祭典を盛り
上げよう！

    げんきっずフェスティバル2015 
～今日、京都から新しい一歩へ～
げんきっずフェスティバル2015では、京都文化や海外の文化を身近に感じられるような子どもたちが笑顔になれる企画を行います。
スポーツや音楽、伝統文化にちなんだたくさんの企画をご用意していますので、ご家族揃ってぜひお越しください。

 スポーツゾーン
普段の遊びとは一味違ったスポーツや
遊びが盛りだくさんのブースです。サッ
カーや鬼ごっこも一工夫しているので盛
り上がること間違いなし！

 科学ゾーン
スライムを作ったり空気砲を使って遊べるブースです。科学の世
界を体験することで新しい発見があるかもしれません！

 文化ゾーン
リサイクルできる身近なも
のでいろいろな国の楽器を
作ります。普段はなかなか
触れる機会のない琴、太鼓
などの日本の伝統楽器の体
験もできます。ほかにも、
京都の伝統工芸の京こまづ
くりも楽しめます。

 展示ゾーン
それぞれテーマに沿って京都市内の幼稚
園、保育園、小学生に描いてもらった絵
や来場者とつくるアート作品を展示しま
す。



    What’s“KIF”
 About the KYOTO INTERCOLLEGIATE FESTA（K.I.F.）

The K.I.F. is an event in which the students of Kyoto cooperate with various persons involved in industry, education, government and 
local bodies to demonstrate the appeal of being a student in Kyoto． The festival, which is held every October an area encompassing 
Heian Shrine and Okazaki Park and managed by students, is an event which is unique even among all of the other festivals of Japan．
An executive committee composed of students who are presently enrolled in various universities throughout Kyoto has been organized, 
the duties of which include a wide array of tasks including planning and advertising． One important pillar of the 13th K.I.F. will be 
“internationalization”, with various interactive events centered around the Japanese arts and holidays such as Setsubun and Noh． 
Committee members will play a big part in these events, with the dual aim of promoting international exchange while revitalizing their 
own communities．　Furthermore, members will support communities by performing everyday services such as cleaning and safety 
patrolling．

���������������
大学生与��界，教育界，政府部�，地方民�等社会各界通力合作，展示京都与学生的魅力，�京都生气勃勃的�日，�就是京都学生祭典（京都学生�）。每
年10月在平安神�，�崎公�一���，以大学生�主体在全日本独一无二的“�日”。

 The Theme of the 13th festival, “Kyoto will fascinate you.”
At the K.I.F., all aspects of Kyoto will be on display to fascinate every one of you．
With two key themes, “internationalization” and “200,000 participants”, the student committee of this year’s festival will utilize a broad 
vision and international understanding to introduce a new perspective on Kyoto that is composed not only of the city’s historic and 
cultural glamor, but also of the new charm that can be found within Kyoto’s local community and international exchange．

�������� �� ������������������������
以京都各大学在校学生�中心成立�行委�会，从企�立案到宣�活�等全面��各�活�。并且第13届要以“国�化”�要旨，企�“�分”“能�”等文化体
�活�。正是以京都地区活性化�目�的京都学生祭典才可以做到以上的“国�交流”的活�。而且我�与地方市民通力合作全年都�行道路洒水，地方巡�，正装活
�等各�多�的 志愿者活�。

 About “KYOEN SODEFURE”
‶Kyoto, the city of students"： In order to advertise the charm of all of the new cultures within this city, KYOTO SODEFURE was born． 
An original dance performance troupe, KYOTO SODEFURE was fi rst put on show at the 3rd K.I.F. （2005）． The performances of 
this troupe utilize music, dances and costumes that incorporate aspects of Kyoto culture, with accompaniment by a bamboo clapper 
called a yotsutake． The name of the troupe, KYOEN （京炎）, is a reference to the fi ery spirit of the student participants． The name 
also makes use of wordplay, as their name is also a homonym for the Japanese word for “performing together”． This is meant to 
demonstrate their desire to make the K.I.F. a success alongside the other inhabitants of Kyoto． SODEFURE is a reference to a 
Japanese saying about rubbing elbows, as well as an adaptation of the English word “friend”． This represents the students’ desire to 
cherish the friendships that they discover through their dance． 

����������
第三届京都学生祭典（2005年）�作的，���“学生的城市 京都”的新生文化而�排的舞蹈。舞曲，�舞，服装都充�了京都特色，并使用四竹�一独特的
�器。
“京炎”包含了“�情似火的学生要向世界宣言”的心境，也有“�演”“共演”的意思。学生�以舞蹈表�了“与市民共��日”的心情。
“そでふれ”是「袖振り合うも多少の縁」（万事皆�）与“Friend,�伴”的�合，反映了通�舞蹈人与人之�相�相知，所以要珍��分的心情。

    Event Information
 Opening ／��

Filling Jinguu Street to capacity, the 1,000 members of the ‶KYOEN SODEFURE! Special Version” troupe are a delight to see． Don’t 
miss the fanfare of the opening parade which includes the KYOEN fl oat !

 Entertainment Project ／������
Through cuisine and performances, attendants will be able to come into contact with all manner of cultures, both those native to Kyoto 
and from abroad． International students and tourists will also be able to experience the charm of Kyoto, and those who live within 
Kyoto will be able to rediscover Kyoto．

 Children's Project ／����
Children will be able to participate in a wide variety of hands-on activities． They will be able to experience a variety of sports which 
originated abroad, create traditional musical instruments from both Japan and abroad using recyclable items, collect a series of stamps 
and more ! Come and learn about international culture and conservation !

 Student Culture Project ／������
Students will exhibit band contests, dance contests of many genres and KYOEN SODEFURE performances at each festival ground． 
Please enjoy these powerful performances． Additionally, attendees can also visit the KYOEN SODEFURE dance lesson to learn one of 
their simple dances． Let’s all dance together !

 Grand Finale ／��
At the Grand Finale, all contestants which won during the day’s events will give a fi nal performance． Additionally, there will be a fashion 
show which will make use of traditional clothing from Japan and many other countries． Finally, all attendees will be able to participate 
in the fi nal KYOEN SODEFURE dance．

 About the PR Enterprise Booth ／�� ����
This booth, which represents all of the supporting enterprises that aid in the creation and continuation of the Kyoto Student Festival, 
will be on display． Various business initiatives which are only possible in Kyoto will be put on exhibit within this booth． All visitors are 
welcome． 

【英 語 訳】京都留学生PRチーム
【中国語訳】立命館大学　宋暁昌（ソウギョウショウ）
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株式会社 堀場エステック 株式会社舞扇堂 株式会社 増 田 組 株式会社　丸久小山園

What's“KIF” in English ／ in Chinese 
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���������������
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�������� �� ������������������������
以京都各大学在校学生�中心成立�行委�会，从企�立案到宣�活�等全面��各�活�。并且第13届要以“国�化”�要旨，企�“�分”“能�”等文化体
�活�。正是以京都地区活性化�目�的京都学生祭典才可以做到以上的“国�交流”的活�。而且我�与地方市民通力合作全年都�行道路洒水，地方巡�，正装活
�等各�多�的 志愿者活�。

 About “KYOEN SODEFURE”
‶Kyoto, the city of students"： In order to advertise the charm of all of the new cultures within this city, KYOTO SODEFURE was born． 
An original dance performance troupe, KYOTO SODEFURE was fi rst put on show at the 3rd K.I.F. （2005）． The performances of 
this troupe utilize music, dances and costumes that incorporate aspects of Kyoto culture, with accompaniment by a bamboo clapper 
called a yotsutake． The name of the troupe, KYOEN （京炎）, is a reference to the fi ery spirit of the student participants． The name 
also makes use of wordplay, as their name is also a homonym for the Japanese word for “performing together”． This is meant to 
demonstrate their desire to make the K.I.F. a success alongside the other inhabitants of Kyoto． SODEFURE is a reference to a 
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����������
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their simple dances． Let’s all dance together !
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丸近証券株式会社 ヤマト運輸株式会社　京都主管支店 六和証券株式会社 株式会社ワコール

Event Information in English ／ in Chinese
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ワタベウェディング株式会社

企業PRブース／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 　　　　 
京都府立医科大学 
京都府立大学

■私立大学・短期大学
池坊短期大学 
大谷大学 
大谷大学短期大学部 
京都華頂大学
華頂短期大学 
京都看護大学
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 
京都嵯峨芸術大学 

京都嵯峨芸術大学短期大学部
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
種智院大学
成安造形大学
成美大学

成美大学短期大学部
京都聖母女学院短期大学
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

公益財団法人 大学コンソーシアム京都　加盟校

京都学生祭典の協賛企業とともに一つの祭りを作るために本祭でブー
ス出展をしていただきます。京都の企業ならではの取り組みをブース
内で展開します。ぜひお立ち寄りください。

企業PRブース

ローム株式会社

株式会社キャリアパワー

株式会社堀場製作所

株式会社GSユアサ

ニチコン株式会社

アットホーム株式会社
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安寧自治連合会
株式会社 イチネンホールディングス
えびす屋京都東山
F7プロジェクト
おいしおすえ京野菜キャンペーン実行委員会
岡崎消防分団
岡崎自治連合会
岡崎自治連合会　岡崎女性会
岡崎防犯協会
有限会社覚正庵
川端防犯協会
株式会社ギザ
北法相宗　清水寺
京炎みこし保存会
京炎 そでふれ！おどり披露・出前教室先のみなさま
京ごころ
京都外国語専門学校
京都学生防犯ボランティア　ロックモンキーズ
京都監査法人
京都教育大学国際交流サークル FIRA
京都教育大学 児童文化研究会 さわらび
京都「国際学生の家」
京都国立近代美術館
京都さくらよさこい学生運営委員会
京都サンガ F．C．
公益財団法人 京都産業21
京都市環境政策局
京都市勧業館 みやこめっせ
京都市教育委員会
京都市交通局
京都市国際交流会館

京都市左京区役所 保健センター
京都市左京消防署
京都市上下水道局
公益財団法人 京都市体育協会
京都市動物園
京都市都市計画局
京都市都市整備公社
京都市内の幼稚園・保育園
京都市美術館
京都市文化日本語学校
京都市保健福祉局 子育て支援部 保育課 木下様
京都市立岡崎中学校
京都市立錦林小学校
京都市立銅駝美術工芸高等学校
公益財団法人　京都SKYセンター
京都造形芸術大学
京都タクシー業務センター
京都橘大学書道部
京都美容理容専修学校
京都府川端警察署
京都府教育委員会
京都府京都文化博物館
京都府警察本部
京都府伏見警察署
京都府立植物園
京都府立図書館
京都府立大学　松原斎樹教授
京都文化祭典
京都文教大学　森正美教授
（公益）京都和装産業振興財団
京都留学生PRチーム

京の三条まちづくり協議会
こいや祭り実行委員会
神戸よさこい実行委員会
左京保健センター衛生課
株式会社 松栄堂
有限会社 竹平商店
株式会社 同志社エンタープライズ
同志社大学能楽部金剛会
トモコダンスプラネット
西陣の町家・古武古武様
梅逕安心安全ネットワーク
福島県二本松市杉内運動広場応急仮説住宅
福島県福島市笹谷東部応急仮設住宅
福島県福島市四季の里
福島県福島市南矢野目応急仮設住宅
福島県福島市松川工業団地第一応急仮設住宅
福島市商工観光部
福島大学災害ボランティアセンター
伏見稲荷大社
宮城県仙台市太白区あすと長町仮設住宅
宮城県名取市愛島東部団地仮設住宅
みやこ子ども土曜塾
向島学生センター
有限会社村田堂
元京都市立安寧小学校前施設長　江口満様
元京都市立安寧小学校施設長　三浦様
学校法人 大和学園 ラ・キャリエールクッキングスクール
吉本興業株式会社
洛和会ヘルスケアシステム
龍谷大学学友会 海外交流委員会
その他大勢のみなさま

特別パートナー協賛 表紙裏／裏表紙･････････ローム株式会社

KYO-SENSE
サポーター協賛 

裏表紙裏･････････････････株式会社GSユアサ

協　賛 16 ･･･････････････････････アットホーム株式会社
 17 ･･･････････････････････アランヴェールホテル京都
 18 ･･･････････････････････株式会社キャリアパワー
 19 ･･･････････････････････京都信用金庫
 20 ･･･････････････････････株式会社長栄
 21 ･･･････････････････････ニチコン株式会社
 22 ･･･････････････････････日本写真印刷株式会社
 23 ･･･････････････････････株式会社 堀場製作所
 24 ･･･････････････････････着物レンタル 京都祇園屋／京セラ株式会社
 25 ･･･････････････････････株式会社京都銀行／京都中央信用金庫
 26 ･･･････････････････････株式会社 島津製作所／大学生協京都事業連合
 27 ･･･････････････････････タキイ種苗株式会社／日東薬品工業株式会社
 28 ･･･････････････････････株式会社村田製作所／株式会社ユーシン精機
 01～ 14 ･･･････････････その他の協賛企業

第13回京都学生祭典　Special Thanks！一覧

スペシャルサンクス／協賛企業目次

協賛企業目次

第13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。



16 17



16 17



18 19



18 19



20 21



20 21



22 23



22 23



24 25



24 25



26 27



26 27



28



28




