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SECTION 1
0

LeagueU へようこそ

LeagueU へようこそ！
ようこそ！
リーグ・オブ・レジェンドの学生コミュニティーへ
に感謝します。
LeagueUに参加してくれた熱意と勇気ある行動
「プレイヤー体験を
いるのは
ライアットゲームズ創業以来、私たちが大切にして
イヤーたちが実際
のプレ
こと。私たちはオンラインを飛び出し、世界中
最優先する」
ンとして掲げています。
に集まって楽しめる場を作ることをひとつのミッショ
す学生コミュニティーであり、
LeagueU はプレイヤー自身が主役となって作り出
新たな仲間に出会う場所です。
皆さんがリーグ・オブ・レジェンドを通じて最高の体験と
さんのガイドとして、様々な先輩
このハンドブックは、LeagueU のリーダーとなる皆
そしてこれに縛
考にしてください。
たちの体験を元にデザインされました。ぜひ参
ださい。皆さんが
自由な発想と心で新たなことに挑戦していってく
られることなく、
ーを広げていくことを、私たちも
リーグ・オブ・レジェンドを通してコミュニティ
望んでいるのです。
あなたの人生
ィングな体験が、
ここで出会う仲間たちやキャンパスでのエキサイテ
を彩る貴重な財産となることを願っています。

ライアット LeagueU チーム
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SECTION
SECTION 1
0

LeagueU へようこそ
LeagueU とは？
LeagueU は日本全国のキャンパスにおけるリーグ・オブ・レジェンドのコミュニティーの支援と活性化を目指して作られました。
ここに集まる学生
たちの共通点はひとつ——リーグ・オブ・レジェンドを愛しているということです。LeagueU のサークルは学生によって運営される学生のための
組織で、
ライアットは必要であれば可能なだけの支援や案内を提供しています。
あなたの学校にまだサークルが存在しないなら自分でサークルを作ってみましょう。既にサークルがあるなら参加して、皆が楽しめるイベントを
一緒に提供してみましょう。
私たちは
「新しい仲間をみつける」、
「大会で全国のライバルたちと競う」、
「皆が集まれる場を作る」
など、
キャンパスライフとプレイヤー体験を充実
させるための積極的な活動を応援し、
サポートを惜しみません。LeagueU のリーダーとしての活動は
大きな挑戦ですが、様々なスキルレベルのプレイヤーに向けて開放されたリーグ・オブ・レジェンドの
コミュニティーを作ることで、
同時に大きなやりがいと学びを得られるでしょう。
そして、私たちはあなたが開催したエキサイティングなイベントや意義のある
体験の感想をいつでも待っています。体験を伝えていただければ、私たちは
それを祝福するとともに、あなたが学んだ教訓を今後に活かすことができます。
写真や動画、分析、感想を LeagueU@riotgames.com で、私たちと共有
してください。
LeagueU は学生である皆さん自身が自ら作り上げるコミュニティー
なのです。
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SECTION
SECTION 2
0

リーダーガイド

リーダーに求められる資質
リーダーとは
「先導するひと」
です。LeagueU での活動を有意義なものに
するために、
メンバーを先導するあなたにとって重要な4つの資質について、
ぜひ知っておいてください。

1.

起業家精神 - サークルを設立し運営していくということは、アイデア

3.

目標と情熱 - あなたに明確な目標があれば、リーダーとしてする

を思いつく、そのアイデアを実現させる、それによってたくさんの

べき仕事のほとんどはすでに完了しています。あとはその目標

喜びや価値ある体験を創り出すという点で、経営と非常によく

（= 情熱を向けるべき先）に向かって行動しましょう。

似ています。優れた起業家や経営者の多くは豊かな想像力、自律の
意志、そして挑戦を恐れない胆力を身につけています。これらは
サークルを運営するあなたを支える支柱ともなるでしょう。

4.

仲間への信頼 - LeagueU サークルとして成功するには、サークル
を運営するリーダーや幹部がチームワークの重要性を理解し、
それを実践する必要があります。そう、たとえあなたが優秀な

2.

積極性と協調性 - サークルを運営していけば、メンバーだけでな

リーダーといえど、ひとりきりで相手のネクサスを折ることは

く外部の業者やライアットと直接連絡を取り合うことも必要と

できないのです。

なります。その際にいかに友好的に接し積極的に行動すること
ができるかで、物事の快適さ、スムーズさ、そして達成度はまったく
違ったものになってきます。
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SECTION
SECTION 2
0

リーダーガイド
リーダーズマニフェスト
このマニフェストではリーダーが持つべき価値観や目標、過去に成功したリーダーたちが学んだ最善の方法が語られています。
1.

楽しもう！ - リーグ・オブ・レジェンドと一緒でサークル活動も

5.

開放的であること - 成功するサークルはゲームの経験年数、スキル

イベントも楽しんだもの勝ちです！ LeagueU プログラムに

レベルは元より、人種、性別、生活環境などが違う様々なプレ

携わることは学生時代にしか味わうことのできないエキサイ

イヤーの参加を受け入れています。問うべきはあなたのコミュ

ティングな経験です。思う存分楽しみましょう。

ニティーでリーグ・オブ・レジェンドを楽しもうという意志が
あるかどうかです。

2.

クオリティー第一 - 自分がなすことすべてにおいて高クオリティー
を目指しましょう。トーナメントを主催するのであっても、メンバーと

6.

他のリーダーとの協力 - あなたの成功や失敗の体験、そこで

気軽な交流会を行うのであっても、細部にまで注意を払い、

得た教訓を、他のリーダーたちやライアットと共有するのは重要

常に最善の努力をしましょう。

なことです。他のリーダーと協力すればサークルの発展の
手助けとなり、互いに助け合うネットワークが構築できるでしょう。

3.

目標と情熱 - あなたに明確な目標があれば、リーダーとして
するべき仕事のほとんどはすでに完了しています。あとはその

7.

謙虚な野心家であること - 成功するリーダーはいずれも謙虚
な野心家です。フィードバックを快く受け入れて、常に向上心

目標（= 情熱を向けるべき先）に向かって行動しましょう。

を持ちましょう。
4.

競争よりもコミュニティーを優先 - リーダーにとって最も価値
のある財産とは、サークル内の人と人の繋がりです。この繋がり

8.

前向きでいよう - サークルを運営すれば当然タフな局面にも

はサークルの活動実績や競技成績よりも遥かに重要なもの

遭遇しますが、LeagueU プログラムはいつでも、あなた方

です。決断を迫られた時は、常にコミュニティーを第一に考え

リーダーのためにサポートを提供する用意があります。どんな

ましょう。功するには、サークルを運営するリーダーや幹部が

時も、その熱い心を失わずにいてください。

チームワークの重要性を理解し、それを実践する必要があり
ます。そう、たとえあなたが優秀なリーダーといえど、ひとりきり
で相手のネクサスを折ることはできないのです。

リーダーの活動
楽しいゲームの時間が一瞬で過ぎてしまうように、あなたのキャンパスライフも楽しければ楽しいほど、あっという間に過ぎていきます。より
有意義な時間にするためにも、自分がやりたいこと・やるべきことの計画を立て、それを積極的に実行しましょう。キャンパスでも LeagueU でも、
限られた時間を自身でしっかりとマネージメントすることが大切です。
1.

週 3 時間 - 週に 3 時間以上、自分の時間を LeagueU の
「リーダーとしての活動 」 に充ててみてください。

3.

イベントの開催 - コミュニティーに開放されたトーナメント、
他のサークルと共同で開催する交流会など、形はなんでも
かまいません。LeagueU のリーダーとして、学期に一度は自分

2.

サークル外部とのやりとり - ライアットの LeagueU サポート

のフレンドやサークルの枠を超えたオープンなイベントの開催

チームや他のリーダーたちと連絡を取り合いましょう。新しい

に挑戦してみましょう。

アイデアや面白そうな企画はどんどんコミュニティーと共有・
実行してみましょう。
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SECTION
SECTION 2
0

リーダーガイド
LEAGUEUのサークル
LeagueUにサークル登録すると、普段のサークル活動やサークルが主催するイベントに対して、ライアットからのサポートを受けることができ
ます。また、サークルがLeagueU公式サイトの一覧に掲載されるので、オンラインでのメンバー募集やイベント管理も行えるようになります。
「イベントサポート」(p.21)をご覧ください。
詳しいサポートの内容は、
「サークルへのサポート」
（p.13）、

サークルの登録
早速あなたのサークルをLeagueUに登録してみましょう。
また、
もし自分のキャンパス内にまだサークルがないのなら、
自分でサークル設立して
みましょう！あなたの学校にもきっと沢山のプレイヤーがいるはずです。

サークルの登録に必要な情報：:
1.

サークル名

2.

サークルの参加条件( 同学校のみ / 誰でも )

3.

活動地域

4.

サークル紹介文

登録手順
サークルの登録は、LeagueU のウェブサイト http://leagueu.jp.leagueoflegends.com から行うことができます。
LeagueU のサークルを設立するには、まずあなたが LeagueU の

1.

2.

申請が承認され無事にメンバー登録が完了したら、LeagueU

メンバーである必要があります。LeagueU のウェブサイトにアク

のウェブサイトにアクセスします。サークルの情報を入力して

セスし、申請フォームにあなたの情報を入力して登録をしましょう。

登録申請をしましょう。登録には審査が必要です。申請が済んだら

登録には審査が必要です。申請が済んだら LeagueU からの

LeagueU からの連絡を待ちましょう。

連絡を待ちましょう。※LeagueU の登録申請にはリーグ・オブ・
レジェンドのアカウントと学生証が必要です。

LeagueU のメンバー登録 / サークル登録の申請後は、登録したメールアドレスに LeagueU からの連絡が届くはずです！このメールが届か
ないか、何か問題が発生した場合は LeagueU@riotgames.com までお問い合わせください。

!

HINT

サークルの規模や開催するイベントの規模が大きければ、より手厚いサポートを受けることができます。サークルメンバーを
募集する際には、同じ学校の学生に限らず誰でも参加できるインカレ形式をとってみたり、イベントを開催する際には他の
サークルと合同でイベントを企画してみるといいでしょう。
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SECTION 2
0

リーダーガイド
サークルの登録についてのFAQ
Q: LeagueU にメンバー登録するには、LeagueU サークルに

AA パートタイムの学生や留学生もサークルを設立すること
は可能です。ただし、あなたの学校に学生として登録され

参加していなければいけませんか？

ている必要があります。

AA いいえ、その必要はありません。サークルに参加してい
なくても、あなたは LeagueU にメンバーとして登録する
ことができます。ただし、サポートを受けるにはその後に
既存のサークルに参加するか、自分のサークルを設立して
登録する必要があります。

※

Q: 高校生もサークルを登録できますか？
AA 現時点では、登録は大学・大学院・専門学校・高等専門
学校のコミュニティーだけに限られており、高校のサークル
に対して同様のサポートは行っていません。

Q: 過去に実績のあるサークルでなければ登録できませんか？
AA いいえ、その必要はありません。登録のために一定の実績

Q: 私は昨年度 ESP として活動し、私のサークルは eSports×U

を求めることはありません。サークルの登録は、あなたの

公認サークルとして認められました。
サークルは毎年登録する必要

学校内にコミュニティーを築いてそれを発展させる足

がありますか？

がかりとなるものです。

AA まず、昨年度のあなたの勇敢な行動に感謝します。今年
度より更に充実したサポートと体験のために、ライアット

Q: 4 年制の大学でなくてもサークルの登録ができますか？
AA はい、大丈夫です。すべての大学・大学院・専門学校・
高等専門学校で LeagueU サークルの登録が可能です。

の大学プログラムは LeagueU として生まれ変わりました。
また、LeagueU では大学の新たな年度が始まるたびに、
白紙の状態からスタートします。したがって、内容が昨年
と同じであっても毎年 LeagueU のウェブサイトでサー
クルの登録が必要となります。

Q: 私は大学のフルタイムの学生ではありません。
それでもサークル
を設立できますか？
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SECTION 2
0

リーダーガイド
サークルの幹部 / リーダー
LeagueU サークルではリーダー以外にも、幹部を設定してサークルを運営していくように薦めています。彼らはサポートやアイデアを提供し、
忙しい時には手を貸してくれるので、協力的な幹部チームを結成できればかけがえのない資産となります。多くのサークルで幹部が担っている
役割について簡単に説明しますが、これらは一例にすぎません。もし自分のサークルの幹部の構造や役割を入れ替えたいと感じたなら、ぜひ
自由に変えてみてください。

運営の中心となる幹部
サークル代表（登録必須）
代表はサークルの構造、権限の委任、
リーダーシップに対する責任を持ちます。代表になれば、
サークルメンバーと幹部の両方と緊密に協力して
活動する必要があります。協力、理解、
そして努力なくしては、
サークルのスムーズな運営は実現できません。
代表がやるべきこと:
1.

サークルを率いてその年の目標を達成する。

5.

サークルの目標や優先事項をメンバーに伝える。

2.

サークルの会合で議長役を務める。

6.

サークル内のトラブルを解決する。

3.

仕事を整理してサークルの幹部たちに指示を出す。

7.

LeagueU のイベントや交流会でサークルを代表する。

4.

地域やオンラインのコミュニティーでサークルを代表する。

サークル副代表
副代表は柔軟性の高い役割であり、上手く機能することができれば非常に価値のある存在となります。通常、副代表は所属するサークルのあらゆる
ことに積極的に関わり、
サークル代表の右腕として活動することになります。
副代表がやるべきこと:
1.

サークル代表の不在時や活動できない場合に代役を務める。

2.
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SECTION 2
0

リーダーガイド
その他の幹部
（任意）
どんな幹部が必要かはサークルの規模や方向性によって変わるでしょう。あなたが必要だと思った役職を自由に設定してみましょう。たとえば
以下のような仕事があります。
会計係

広報

会計係の仕事は 2 つあります。
サークルの金銭的なやり取りの正確な

広報はサークルとしての活動の広告宣伝を担当します。学校や地域

記録を残すことと、他の管理者とともに重要な判断を行う場に積極

のコミュニティー内でサークルの宣伝活動を行い、
さらに外部から

的に参加することです。さらに、多くの場合、会計係はこれらの仕事

の問い合わせに対応する渉外の役割も担います。
これらの役割に

に加えて、サークルの資金集めの役割を積極的に担っています。

加えて、広報は外部のスポンサーと健全な関係を維持したり、
サークル

ライアットは LeagueU サークルのために様々な形でサポートを提供

のブランドの管理も行います。

しますが、直接資金を提供することはありません。会計係が他の
リーダーたちと緊密に協力しながら、
コミュニティーが必要とする資金

eSports マネージャー

を確保することが重要になります。

eSports マネージャーはあなたのサークル内でプレイの指導を行い
ます。自分のサークルでトーナメントを開催する場合、
この役割を

書記

担える人材を見つけておくことを強くお勧めします。彼らは向上心に

書記はサークルの組織運営の要であり、
サークルの成功には欠かせ

あふれるプレイヤーたちに教育プログラムを提供し、
様々なレベルの

ない存在です。通常、彼らがメンバーシップの記録、
サークルの通信

トーナメントにおいてイベントを円滑に進める役割を努めます。

内容、議事録、
出欠記録などを残します。
イベントコーディネーター
たとえ小規模なイベントでも、開催には多くの時間と労力が必要に
なります。
イベントコーディネーターはイベント開催に必要な組織的、
実務的な役割を一手に引き受け、幹部が他の仕事に集中できるよう
にします。
イベントコーディネーターは会場の事前調査やイベントの
セッティング、機材のレンタル、搬出入の判断などの役割を担うこと
になります。

!

HINT

自分たちだけで仕事を抱え込まないことも大切です。
大変だと思ったら仲間に助けを求めましょう。
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リーダーガイド
サークルへのサポート
どんなチームにも頼りになるサポートが必要です。そこでライアットの出番です。無事に登録を済ませた LeagueU サークルには、以下のサポート
を提供します。他にも新たなサポートを追加していく予定です。

ウェブサイト

公式イベント

LeagueU のウェブサイトに自分のサークルが掲載され、
メンバー

ライアットが主催する LeagueU 公式イベントなどへの参加権です。

の募集や登録ができるようになります。一緒にリーグ・オブ・レジェンド
をプレイする仲間を探している学生プレイヤーに、
自分のサークルを

ライアットとのコンタクト

見つけてもらえるチャンスです。
イベントの告知機能なども追加して

ライアットの LeagueU サポートチームが直接相談に乗ります。
「サー

いく予定です。

クルを大きくしたい」
「イベントの企画で悩んでいる」
「他のリーダー
を紹介してほしい」など、相談したいことがあれば

スターターキット

LeagueU@

riotgames.com に連絡してください。

フラッグやステッカーなど、LeagueU サークルを後押しするグッズが
沢山入ったキットです。
デジタルアセット
サークル活動に自由に活用できる、ポスターやロゴなどのテンプ
レート集です。

サポート一覧
サポート

ウェブサイト

リーダーズハンドブック

詳

細

サークルがLeagueUのウェブサイトに掲載され、
メンバーの募集や登録ができます。

LeagueUリーダーとサークル幹部のためのガイドブックを用意しています。

スターターキット

サークル活動やイベントで役立つグッズを提供します(サークルメンバー5人以上のサークルのみサポート)。

デジタルアセット

サークル活動に自由に活用できる、
ポスターやロゴなどのテンプレート集を提供しています。

ライアットとのコンタクト

公式イベント

ライアットがLeagueUの活動に関する相談役となります。

ライアットが主催するイベントなどへの参加権です。

※ サポートの内容はそれぞれのサークルの事情などによりこの限りではなく、特別の処置がなされる場合があります。

注意

プログラムの内容は随時変更される場合がありますのでご注意ください。
プログラム関する最新の情報は LeagueU オフィシャルウェブサイトをご覧ください。
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SECTION
SECTION 2
0

リーダーガイド
新人リーダーへのアドバイス
LeagueU に登録をすませたら、まずは「さて…何をすればいいんだろう？」と考えるはずです。サークルを運営するのが初めてなら、サークルを
始動させることがとても大変だと感じるかもしれませんが、少しの根気と支援があればきっとサークルを軌道に乗せられるはずです。まずは
学校内で同様のサークルを参考にしてみましょう。

1.

SNS で、あなたの個人のアカウントとは別にあなたのサークル

アドバイスをもらいにいこう - 学校のアドバイザーや学生活動

の公式アカウントを作ってみましょう。サークルの認知やメン

の委員、学生自治会などを探して、学校の方針や手続きに

バー募集の役に立ちます。

ついてのアドバイスをもらいましょう。また、あなたの学校の
学生グループの代表や他校の LeagueU リーダーと話をして
みるのも良いでしょう。
2.

5.

の LeagueU サポートチームだけでなく、経験豊富で才能
と情熱にあふれる、何百人もの他のリーダーたちともつな

コミュニティーを形成する - 気の合うコミュニティーを探して

がることができます。自分ひとりの力で運営することも魅力

いる学生や、一緒にプレイする仲間を探している学生がい

的に思えるかもしれませんが、できる限り他のリーダーたち

ないか、探してみましょう。サークルメンバーの募集はポス

と協力関係を築くこ

ターや冊子が全てではありません。常識にとらわれず創意工夫
をこらしてみましょう。普段からリーグ・オブ・レジェンドのグッズを

LeagueU@riotgames.com まで連絡してください。

につけておくだけでも思わぬ出会いがあるかもしれません。
6.
サークルのメールアドレスを作る - サークルを運営する際には、
あなたの個人のメールアドレスとは別に、あなたのサークル
の公式メールアドレスを作成することを強く推奨しています。
公式メールアドレスを作成することでメンバー間の連絡窓が
一本化されライアットとの連絡も取りやすくなります。
4.

とをお勧めしています。
「他のリーダ

ーを紹介してほしい」など、相談したいことがあれば私たち

持ち歩いてみたり、ゲームをプレイするときに学校名をタグ

3.

協力体制 - LeagueU プログラムに登録すれば、ライアット

クラブ機能を活用しよう！ - リーグ・オブ・レジェンドのクラ
イアントで自分のサークルのクラブを作成してみましょう。
クラブを作成することでオンラインでのメンバー同士のコミュ
ニケーションが活発になり、学校を代表するタグをつける
ことも可能になります。新メンバーが入ったら忘れずにクラブ
へ招待するようにしましょう。

SNSを活用する - Twitter や Facebook、LINE などの
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SECTION
SECTION 2
0

LeagueU リーダーガイド
学校に公認してもらう
学校の公認を得られれば学園祭などの参加枠を申請することや、資金を含めたリソースの提供を要請したりできます。また、イベントで十分な
機材やスペースを準備できるようになります。学校ごとに公認手続きは異なっていますが、一般的に、公認のサークルになるには以下が必要に
なります。

1.

実行力を持つ幹部 - サークルの円滑な運営は、LeagueU

大学の掲示板、SNS などを活用して、キャンパス内で気の合う

リーダーや幹部たちの仕事です。よく組織されていて、地域の

学生を積極的に探しましょう。

コミュニティー内で積極的に広報活動を行っているサークル
なら、学校側に公認を求める際に強くアピールすることができ

5.

公式な登録手続き - 多くの学校では、学校の公認サークルに
なるための、公式の登録手続きが用意されています。ただし、

るでしょう。

このステップは焦らないことが重要です。公認を求める前に、
2.

学校側からの協力 - リーグ・オブ・レジェンドをプレイすること

すでに正当な学生グループとしての活動が確立されていれば、

は、学生たちが集まってチームを結成し、建設的な人間関係を

大学側に公認を求める際にスムーズにことが運ぶはずです。

形成するのに最適です。キャンパス内であなたがよく知って
いる教授にこのことを伝えれば、頼もしい大学側の味方となって
くれるはずです。

6.

申請後の対応 - 申し込みを行ったら、その後のフォローアップ
を忘れないようにしましょう。事務手続きには時間がかかる
ものなので、何か手続きに不備が起こっていないか、定期的

3.

サークルの規約 - 詳 細で説 得力のある規 約をまとめられ

に進捗状況の確認を行いましょう。すぐに学校の公認を得ら

れば、メンバー募集も公認を得る手続きもスムーズに進む

れなかったとしても、諦めてはいけません。申請が拒否された

はずです。自分たちのサークルの目的や活動方針、それに対する

理由について、学校側の管理者や委員会に意見を聞いておけ

取り組み、幹部の役割といった内容をまとめたものを作りま

ば、後日、再申請を行う際に承認される可能性が高まります。

しょう。規約を作るための簡単なテンプレートを用意してあり

挑戦し続けましょう。

ますので、必要であればLeagueUサポートチームまでお問い
合わせください。
4.

メンバー - あなたの大学にもきっと多くのリーグ・オブ・レジェンド
プレイヤーがいるはずです。サークルの認知度を高め、彼らに
サークルの存在を気づかせる必要があります。ポスター、チラシ、
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SECTION
SECTION 2
0

リーダーガイド
LeagueU のルール
LeagueU サークルはライアットが直接管理しているわけではありません。しかし、LeagueU プログラムの一員として守るべきガイドライン
があります。誰もが大量のルールに縛られたくないことは承知していますので、LeagueU プログラムの存続とその精神を維持するために
どうしても必要となる、最小限のものだけに限定するように最善を尽くしています。これらのルールに質問や疑問がある場合は、 LeagueU@
riotgames.com までお問い合わせください。
プライバシーの保護
1.

本人の同意なく、他人の個人情報を誰かと共有しないで

2.

プライベートな コミュニケーションプラットフォーム

ください。LeagueU サークルやリーダーたちに連絡を取ろ

（Twitter、Facebook、LINE など）で共有される情報は

うと、企業やメディア、その他の人々が接触してくる可能性

プライバシーが確保される必要があります。

がありますが、本人の許可なく、このような情報は誰にも公開
しないでください。

ブランディング ＆ ロゴの使用
1.

あなたのイベントやサークルでブランドマークを利用したい

LeagueU イベントの公式なスポンサーになることはあり

場合は、LeagueU のロゴやリーグ・オブ・レジェンドのロゴ

ません。ライアットをあなたのサークルやその活動の公式

であれば自由に利用することができます。LeagueU やリー

スポンサーとして言及することは控えてください。

グ・オブ・レジェンドのロゴを使用する場合は、いかなる場
合においても決してロゴを改変しないでください。ロゴの

3.

私たちはすべての LeagueU サークルやリーダーたちに大変

使用時にはこちらのブランドガイドをご覧ください。また、

感謝しているものの、LeagueU

宣伝用素材でのライアットゲームズのロゴの使用は控えて

ことは、あなたがライアットの従業員であることを意味する

プログラムの一員である

ください。

ものではありません。履歴書や職業関係において、あなた
がライアットで働いていると述べることは控えてください。

2.

私たちが明確に宣言しない限り、ライアットゲームズが

ライアットのグッズ
LeagueU サークルの拡大や成功を支援するために、折りを見て私たちがグッズを提供することがあります。必要であればこれらのグッズを自由
にプレゼントに利用していただくことができますが、ライアットが提供するグッズやゲーム内アイテムの扱いについて、いくつか禁止されている
ことがあります。
1.

ライアットがあなたに提供したグッズやゲーム内アイテムを

くじ引き券をサークル内のメンバーに販売することなどが

再販売しないでください 。

これにあたります。パーカーがプレゼントされるイベントで
参加費用を徴収する場合は、これにあたりません。その場合、

2.

これらのアイテムを使って、あなたやあなたのサークルが

メンバーはイベントの体験に対して費用を支払っているので

直接的に利益をあげることは控えてください。たとえば、私

あって、グッズに直接費用を支払っているわけではありません。

たちからあなたに提供されたパーカーを当選賞品とした
LeagueU のメンバーとして
プレイヤーとしてチート行為やゲーム内で処罰されるような言動をとらないのはもちろんですが、学生として LeagueU のメンバーとして、常に
誠実な行動をとるようにしてください。私たちの理想は、すべてのプレイヤーがスポーツマンシップを発揮し、互いに力を合わせてプレイの
向上を目指し、末永く友情を築くことです。リーグ・オブ・レジェンドにおけるスポーツマンシップとはどんなものかは「サモナーの法典」をお
読みください。
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SECTION 3

イベントの計画
イベント開催のヒント
LeagueU サークルの運営においてもっともやりがいを感じられるのは、メンバーのためのイベント開催です。イベントは新たな友人を作ったり、
友人たちとの思い出作りに役立つでしょう。イベントは規模も形式も様々で、必ずしもトーナメントである必要はありません。ゲーム以外のイベン
トや交流会も積極的に楽しみましょう。どのようなイベントであっても、以下のヒントがきっと役に立つはずです。

者をできる限り増やしましょう。
日時や場所、
イベントのテーマなど、

開放的である
イベントを計画する時は、様々なスキルレベルのプレイヤーに参加し
てもらえるよう心がけましょう。
これは学年度の最初の数ヶ月や、
サー
クルを設立してから数ヶ月の間は特に重要です。
イベントの競技性
が強過ぎれば、
リーグ・オブ・レジェンドを始めたばかりのメンバーや、
もっとカジュアルな体験を求めているメンバーが敬遠してしまうかも
しれません。可能であればコーチングを行ったり、
カスタムゲームを

重要な情報を記載するのを忘れないようにしましょう。
ひょっとしたら
新メンバーを獲得できるかもしれません。
十分な数を用意する
いつだって物事には余裕をもっておくのが一番です。
イベントを主催
する時は、全メンバーに十分な数の軽食やグッズ、PC を用意してお
※

楽しんだり、ゲーム以外のアクティビティーを通じて交流を行ってみ

きましょう。BYOCなら、誰かが忘れることを想定しておきましょう。

ましょう。特に新入生が入学する時期は、初心者にも広く門戸を開く

軽食の提供

リーグ・オブ・
ことでより沢山のメンバーを得ることができるでしょう。
レジェンドをはじめてプレイする新入生でも卒業する頃にはチャレン
ジャーになってサークルを支えているかもしれません。
安定性と信頼性を維持する
定期的に開催されるイベントを計画しましょう。社交的で安定した
繋がりこそがサークルの最優先事項なので、組織の活動を安定させる
ことが重要になってきます。
さらに重要なのは信頼性です。
イベント
を計画通りに実行することでメンバーはサークルを信頼し、安心して
次のイベントにも参加してくれるでしょう。
そしてあなたのサークル
は着実に実績を重ねることができるのです。
イベントの事前計画
LeagueU サークルでは事前に計画を立てない交流会も行われます
が（そして、
これらは非常に楽しいものですが）、事前に時間をかけて
イベントの詳細な計画を立てておけば、思い描いた通りの体験をメ
ンバーに提供することができます。
イベントの連絡、活動、資金集め、
時期、場所などを事前に考えておきましょう。
ライアットのサポート
を希望する場合は、
イベント開催の 30 日以上前に LeagueU@
riotgames.com まで提案を送っていただく必要があります。

お腹が空いていてはゲームも交流もままなりません。食べ物を用意
できるならメンバーは歓迎するはずです。
リーグ・オブ・レジェンドの
試合を観戦しながらのお菓子パーティーであればカジュアルなプレ
イヤーも一緒にわいわい楽しむことができます。
トーナメントの試合前
にお菓子を提供するのも楽しい雰囲気作りに役立ちます。
プレゼント
LeagueU のオフィシャルサークルやを作ることの利点のひとつは、
ライアットのイベントサポートが受けられることです。私たちが提供
する無料グッズや賞品を上手く利用してイベントの盛り上げやメンバー
増加に活かしましょう。
手助けを求める
イベントを主催するのが初めてなら、計画や作業に圧倒されてしまう
かもしれません。
どのように進めればいいのかわからなくなった時
や、
自分のイベントに関するフィードバックが欲しい時は、恐れずに
他のリーダーたちに助けを求めましょう。
イベントの企画が初めてで
あれば、他の経験のある LeagueU リーダーと共同でイベントを
開催してみるのもいいかもしれません。
より大きなイベントが実現可
能ですし、彼らからイベント企画のノウハウを学ぶこともできるでしょう。

宣伝広告
ポスターやチラシ、SNS

を使ってあなたのイベントを宣伝して、参加

※ BYOCとは Bring Your Own Computer の略で参加者がPCを持ち寄って行われるイベントのこと。

!

HINT

イベントの規模が大きいほどライアットからより手厚いサポートを受けることができます。他のサークルと合同での開催
や、多くの人に開かれたイベントの開催をお勧めしています。
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SECTION 3

イベントの計画
イベントのアイデア
開催するイベントのアイデアを求めているなら、以下の例を参考にしてみてください。オンラインで集まるのは簡単ですが、肩を並べてプレイ
する、皆で集まって食事をする、ゲーム以外のアクティビティーに挑戦することなどはメンバーたちにとってそれ以上に楽しい経験となるはずです。

リーグ・オブ・レジェンドに関連するイベント
ゲームナイト
リーグ・オブ・レジェンドは友たちとプレイするのが一番です！ 週末
の夜にメンバーを集めてカジュアルな試合を楽しみましょう
（もちろん、
望むなら平日の夜でもかまいません）。その時は十分なおやつと
飲み物を用意するようにしましょう。
インターネットに接続できる開催
場所を選び、BYOCであればその旨をメンバーに伝えましょう。
コーチングセッション
サークル内に経験豊かなリーグ・オブ・レジェンドのプレイヤーが
いるなら、彼らに新規プレイヤーとコンビを組んでもらって、定期的
にコーチング（指導）
セッションを行いましょう。
このように学ぶ姿勢
を持った活動をすることで学校内でのサークルの理解度を高める
ことに役立ちます。
トーナメント
交流よりもトーナメントの方に興味があるサークルも存在します。
サークル内にサモナーズリフトで腕試しをしたいプレイヤーがいる

がおおいに盛り上がるはずです。
ヨードル VS ペンタキルは？ スター
ガーディアン VS 忍者は？ 週末の夜に盛り上がること間違いなしです。
メンバーに面白いチーム構成のアイデアがないか聞いてみて、お互いに
そのチーム構成で対戦してみましょう。
ビューイングパーティー
eSports をグループで観戦するのはメンバー同士の交流を深めるのに
うってつけです。大きなスクリーンがあり、大人数を収容できて、
イン
ターネット接続が利用可能な開場であれば、
メンバーたちの記憶に
残る素晴らしいパーティーを開催できるはずです。
コスプレやイラスト
プレイヤーの中にはコスプレやイラストを描くことが大好きな人が
沢山います。
コスプレイベントを開催したり、
イラストのコンテストを
計画してみましょう。
メンバーが準備に十分な時間をかけられるように、
できるだけ早めに知らせておくのがいいでしょう。
さらに、
コンテスト
の勝者のためにグッズや賞品も用意しておきましょう。

なら、
トーナメントの開催を考えてみましょう。
面白チーム構成ナイト
現在のメタを外れた、面白チーム構成ナイトを企画すれば、
メンバー
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SECTION 3

LeagueU イベントの計画
リーグ・オブ・レジェンドに関連しないイベント
その他のアクティビティー

交流会
サークルメンバーでおいしい食事を囲み、語り明かしてみるのはどう
ですか？ トークがメインの交流会であればスキルレベルは関係あり
ません。
リーグ・オブ・レジェンドを愛するメンバーが集まっているの
だから、
きっと楽しい時間が過ごせるでしょう。
キャンパスや主要な

サモナーズリフトのマップを抜け出してメンバーたちと思いっきり体
を動かしましょう！ 旅行や、
ビーチでのレクリエーション、BBQ など
もメンバーにとって楽しい思い出となるはずです。他のチームスポーツ
に挑戦することもサークル内のチームワークや友情を深めるのに

駅の近辺で開催すれば皆が参加しやすいでしょう。

役に立つでしょう。

ホリデーパーティー

キャンパスランチ

主要な祝祭日にあわせてイベントを企画することはサークルの活動
促進につながります。ハロウィーン、クリスマス、バレンタインデー
などは、
リーグ・オブ・レジェンド内でも同様のイベントが行われ

一緒にお昼ご飯を食べる仲間を探しているメンバーはいませんか？
お昼休みに皆で食事する機会を確保するだけでも気軽に参加できる
集まりとなるでしょう。

テーマにあわせたホリデーパーティーを開催するのにお勧
るので、
めです。
こういったイベントを開催する場合は、
サークル内に様々な
文化の違いが存在することに注意しておきましょう。
メンバーの誰
もが同じ祝祭日をお祝いするわけではありませんので、固定観念に
とらわれず、世界中の様々な祝祭日をお祝いしましょう。
ボードゲームナイト
ボードゲームやカードゲームなどで楽しく遊ぶこともサークル内の
交流を深めることに役立ちます。普段とは違った形で楽しい時間を
過ごしましょう。
お菓子を忘れずに！

!

HINT

リー グ・オブ・レジェンドに 関 連しな い イベ ン
トでもライアットからのサポートを受けられる
可 能 性 があります。サポートを希望する場 合は
LeagueU@riotgames.com

までお問い合わ

せください。

リーグ
・オブ
・レジェンド
： 2017年度版
LeagueU
リーダーズハンドブック
V1.0
リーグ
・オブ
・レジェンド
： 2017年度版
LeagueU
リーダーズハンドブック
V1.0
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SECTION 3

イベントの計画
イベントサポート
もしイベントを計画しているなら、私たちが力になれるかもしれません。ライアットにイベントのサポートを要請する場合は、イベント開始の
21 日以上前にメールで LeagueU@riotgames.com まで提案を行っていただく必要があります。なるべく早く、具体的にお知らせいただ
ければ、私たちが力になれる可能性も高まります。提案の際には以下の情報を含むようにしてください。
1.

あなたの名前と連絡先の情報

2.

サークルの名称、規模、あなたが通う学校

3.

イベントの目的（何を実現しようとしているのか？）

4.

イベントに対する計画（どのようなイベントになるのか？）

5.

イベントの実行計画と予想される参加者数

6.

ライアットに求めるサポート内容（参加者へのプレゼントが
欲しい/賞品がほしい / スポンサーをさがしている / 他の
リーダーを紹介してほしい / 計画や実行についての全般的
なアドバイスが欲しいなど）

7.

過去に行ったイベントの例（もしあれば）

結果を共有する
素晴らしいイベントを開催できたなら、その結果をライアットや LeagueU のコミュニティーと共有するのを忘れないでください。あなたの
体験は次に他のリーダーがイベントを開催するのに役立ちますし、何より私たちはイベントがどうなったのかに非常に興味があります！ 当日
の出来事や写真などを私たちに送っていただければ、あなたの貴重な体験をさらに多くのリーグ・オブ・レジェンドのコミュニティーと共有
することができるかもしれません。

サポート

詳

会場

会場の費用をライアットがサポートします。

PC

PC、
ハードウェアなどを貸し出します。

グッズ

細

イベント参加者へのプレゼントとしてLoLグッズをライアットが提供します。

賞品

トーナメントの賞品としてRPやスキンなどををライアットが提供します。

遠征

大規模トーナメントの決勝進出チームへ、決勝戦会場への遠征費をライアットがサポートします。

※ サポートを希望する場合、イベント・トーナメント開催 21

日前までにLeagueU@riotgames.comへご連絡ください。

※ サポート内容はイベント・トーナメントの規模や地域によって変わるので、このリストの限りではありません。

!

HINT

一般的なルールとして、お伝えいただく情報が詳細であるほど、よい結果が得られます。提案をお送りいただいたからと
いって、必ずしもライアットからのイベントへのサポートが保証されるわけではありませんが、あなたの計画内容を把握し
なければ、私たちは何も決断することができません。私たちは皆さんから提案された企画を考慮してサポート内容を決定して
いますが、提案をお送りいただいてから 2 週間ほどお待ちいただく場合もあります。
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SECTION 3

イベントの計画
イベントの開催場所
イベント計画で重要なのがイベントを開催する場所の決定です。まずはイベントのテーマや、どんな雰囲気にしたいのかについて考えてみま
しょう。そして詳細が決まったら、それに相応しい開催場所を選択しましょう。開催場所を選ぶ際に、確認すべき質問を以下にまとめました。
1.

利用するのに費用がかかるか？ その場合、その費用を用意
することができるか？（参加費の有無や金額など）

5.

必要な設備が用意されているか？ （PC、スクリーン、音響
装置など）

2.

参加者の人数に適した大きさか？

6.

自分たちが望むテーマや雰囲気を実現することができるか？

3.

参加者の年齢に適した場所か？

7.

イベントを開催する日中や夜に利用可能か？

4.

天候を考慮すべき必要があるか？

あなたの地域でイベント開催場所の候補となる場所の例を以下に紹介します。
キャンパス内

近隣の開催場所

•

PC ルーム

•

インターネットカフェ

•

教室

•

カジュアルなレストランや カフェ

•

学生活動センター

•

貸会議室などのビジネスセンター

•

多目的ルーム

•

LAN センター

•

大学内の劇場

•

公園

•

ホテルの催事場や会議室

•

近隣の劇場

イベントの計画についての FAQ
AA これは状況に応じて決定していますが、通常、私たちは

Q: ライアットは私たちのイベントのスポンサーになれますか？

このようなことを行っていません。毎年沢山の LeagueU

AA グッズやその他のサポートを提供することはあるかもし

イベントが開催されているので、すべてに参加するには

れませんが、これはあなたのイベントがライアットにスポ

ライアターの人数が足りません。イベントの内容や規模

ンサーされているということにはなりません。ライアット

によっては検討することも可能なので、一度提案をして

ゲームズやリーグ・オブ・レジェンドがあなたのイベント

いただくことをお勧めしています。

のスポンサーだと広告することは控えてください。
Q: ライアットから私たちのイベントやトーナメントにグッズを提供
してもらえますか？

Q:

過去に一度もイベントを主催したことがなく、何をすればいいのか
途方に暮れています。助けてくれる人はいませんか？

AA イベントの主催がオフィシャルサークルまたは合同サークル
であれば、企画の内容次第でライアットからのイベント
サポートを受けることができます。レギュラーサークルは
合同サークルを作ることでイベントサポートが受けられる
ようになるので、周りのサークルとつながってより大きな
コミュニティーを作ってみましょう。

AA そんな時にもっとも頼りになるのは他のリーダーたちです。
彼らの多くは以前にあなたと同じような体験をしている
ので、提案やアドバイス、ガイドを求めるなら彼らが適任
です。もちろん私たちが他の LeagueU リーダーを紹介すること
も可能ですし、相談に乗ることもできるのでぜひライアット
LeagueUサポートチームに相談してみてください。

ブース
Q: 私たちのイベントでライアットの代表が講演を行ったり、
を出店してもらえますか？
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SECTION
SECTION 4
0

トーナメントの計画
トーナメントの企画
リーグ・オブ・レジェンドは競技性の高いゲームであり、LeagueU コミュニティーでトーナメントを開催すれば、プレイヤーが楽しみながら交流
してスキルを磨くことができます。他の学校と提携して大会を開催することで、才能あるプレイヤーを育成する継続的かつ健全な活動基盤の
形成も可能です。きちんと計画されたトーナメントであれば、ライアットから賞品提供などのイベントサポートが受けられることもあります。
トーナメントの開催に挑む前に、サークルの幹部や実行委員を集めて、重要な質問を問いかけてみることが大事です。
1.

どのようなトーナメントを開催したいのか?

4.

このトーナメントでどんなサポートを受ける必要があるのか?

2.

トーナメントの規模はどれくらいか?

5.

トーナメントはオンラインで行うのか、オフラインで行うのか?

3.

誰もが楽しめる公平な体験にするために、どのように方法
をとるのか?

トーナメントの種類
トーナメントは大きくオンライントーナメントとオフライントーナメントに分けられます。
オンライントーナメントは、オンライン限定で行われるもので、参加者が実際に会場に訪れる必要はありません。予算や時間が限られている
場合は、それらが節約できるオンライントーナメントが理想的です。残念ながら、オンライントーナメントではチームメイトや対戦相手と実際
に顔を合わせることがありませんので、オフライントーナメントに比べれば面白味に欠けてしまいます。また、プレイヤーの本人確認やルール
の履行には困難がともないますが、これは事前に十分な計画があれば乗り越えられるはずです。
オフライントーナメント（LAN イベント）は参加者が会場まで訪れる必要があるトーナメントです。オンラインとは違い、搬出入を含めた物理的作業
が可能で競技プレイにふさわしい会場を設定する必要があるので、開催までの流れは非常に複雑になります。ただし、オフライントーナメントに
はオンラインでは味わえない魅力があります。コミュニティーに強い絆が生まれ、実際に会って貴重な交友関係を築くことができます。
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SECTION
SECTION 4
1

トーナメントの計画
トーナメントのフォーマット
トーナメントのフォーマットは、参加者にどのような体験を提供したいかによって決まります。選択するフォーマットによって最終的な試合
数や、参加者が感じるイベントの「公平性」が変わります。例えば、BO1 のシングルイリミネーション（敗者復活なし）は参加者が競技において
十分なチャンスを与えられなかったと感じる可能性がありますが、わかりやすく時間も一番かかりません。それとは逆に BO3 のラウンドロビン
（総当り戦）なら、試合数が多く参加者が疲れてしまう可能性がありますが、より「公平」だと感じるでしょう。

シングルイリミネーション
（敗者復活なし）
勝者同士で対戦を繰り返しながら優勝者を決定する勝ち残り式。負けた
チームはその時点で敗退してしまうので十分なチャンスが与えられなかった
と感じるリスクもありますが、時間がかからずシンプルでとてもわかりやすい
フォーマットです。
ダブルイリミネーション
（敗者復活あり）
基本は勝者同士で対戦を繰り返す勝ち残り式ですが、
負けた参加者は即敗退
ではなくもう一度復活のチャンスが与えられます。
シングルイリミネーション
の 2 倍の時間がかかりますが、参加者は 2 倍の試合数を楽しめますし、
1
試合のコンディションに左右されない点で公平性は高くなります。

合計がもっとも高いチームが勝者となります。運営は複雑になり難易度は非常
に高いですが、
かかる時間、公平性、試合数などのバランスがとれたフォーマット
といえます。
ラウンドロビン
（総当り戦）
各チームが他のチームと 1 回ずつ対戦する総当たり戦です。
また、2 回ずつ
対戦する場合は「ダブルラウンドロビン」
と呼ばれます。
このフォーマットは
とても長い時間がかかりますが、他のフォーマットと比べて公平性は高いと
考えられています。

スイス式
すべてのチームがある一定の試合数を行います。事前に設定したルールに
応じてなるべくスコアが近い者同士を組み合わせて対戦を行い、
同じチーム
とは 1 回しか対戦しません。勝ち残り式ではなく、全ラウンドの獲得スコアの

!

HINT

様々なトーナメントのフォーマットが利用可能です
が、選択するフォーマットによって、最終的な試合
数や、参加者がイベントに対して感じる「公平性」
が変わります。
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SECTION 4
1

トーナメントの計画
計画時に考慮すべきこと
トーナメントの種類と規模が決まったら、次は利用可能なリソースについて考えましょう。
イベントの計画を立てる時は現実的に考えなければ
なりません。
トーナメントの実行について考える際には、
これらすべてが重要になります。以下の項目に付いて確認してみましょう。
1.

施設の設備は？

4.

参加人数は？

2.

PC ルームはあるのか？

5.

どのくらいのスペースを用意できるのか？

3.

PC がないならレンタルするのか？

6.

場所をどれくらいの時間借りられるのか？

技術的な用件
PC の必要最少スペック
1.

2GHz プロセッサ

4.

Shader バージョン 2.0 対応ビデオカード

2.

1GB RAM（Windows Vista か Windows7 のユーザー
は 2GB以上の RAM）

5.

DirectX v9.0c 以降のサポート

8GB のハードディスク空き容量

6.

3.

Windows XP（Service Pack 2 または 3 のみ）、Windows
Vista、Windows7

PC の推奨スペック
1.

3GHz プロセッサ

2.

2GB RAM（Windows VistaかWindows7 のユーザーは
4GB 以上の RAM）

5.

DirectX v9.0c 以降のサポート

3.

12GB のハードディスク空き容量

6.

最新のサービスパックがインストールされた WindowsXP
か Windows Vista、または Windows7

4.

Nvidia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 または同等

インターネット要件
特にキャンパスのインターネット接続でプレイするなら、リーグ・オブ・レジェンド
はそれほどのスペックを必要としません。コンピューター1台につき下り
0.5mb、上り 0.5mb あれば十分です。
ほとんどの大学は上り下りそれぞれ
100 以上の専用広帯域接続を備えています。
デバイス
オフライントーナメントを開催する上で必要なのは場所や PC だけではあり
ません。
よりよいトーナメント環境に拘るのであればマウス、
ヘッドセットなど
のデバイス類にも配慮しましょう。
リーグ・オブ・レジェンドのインストール
学校の PC でプレイする場合は、再起動するたびにリーグ・オブ・レジェンド
を再インストールする必要があるかもしれません。
これは通常、
ウイルスや
その他の悪意のあるプログラムからコンピューターを守るために、
コンピューター
を再起動するたびに同じ保存状態に戻す、DEEPFREEZE と呼ばれるソフト
ウェアが原因になっています。

のビデオカード（512MB 以上のビデオメモリ（VRAM）を
持つ専用 GPU）

フラッシュドライブ
（USB メモリ）
に家の PC からリーグ・オブ・レジェンドの
フォルダ
（通常は C:\RIOT GAMES\LEAGUE OF LEGENDS）
をコピー
して貼り付けるだけで簡単にインストールできます。PC ルームに入ったら、
リーグ・オブ・レジェンドのフォルダをデスクトップにコピーして USB を隣の
人に渡しましょう。
PC ルーム
プレイヤーが自分の PC を持参する場合は運営が難しくなります。様々な
技術的トラブルが発生する元となり、手に負えなくなってしまう可能性が
あります。PC ルームなら、
ある程度の性能の PC と十分なインターネット接続
が用意されているので、
この問題を回避するのにうってつけです。大事なイベ
ントで使用する前に、忘れずに学校側から PC ルームの使用許可を取って
おきましょう。

※ イベントでトーナメントクライアントや LAN クライアントにアクセスしたいという要望がプレイヤーから多く寄せられます。残念ながら、これらのサービスは様々な規模のイベント
に対応するようにデザインされていません。これらの特別なクライアントはライアットが開催する公式イベントでのみ使用されるものであり、その他のトーナメントで利用を可能
にする技術やチームは存在していません。
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SECTION 5

LeagueU からの卒業
引き継ぎの準備
卒業はあなたの学校生活の成果をお祝いする時です。もしあなたが LeagueU リーダーや幹部なら、それは同時に「引き継ぎ」の始まりも意味
します。卒業が近づいてきたら、忘れずにあなたのサークルを次のリーダーや幹部に引き継ぐ準備をしてください。しっかりと準備をして引継ぎ
を行えば、あなたが去ったあともサークルの運営は安定します。
1.

書類や通信記録、その他の重要な記録をまとめましょう。
この情報はサークルを引き継ぐ人たちにとって役に立つ
でしょう。

2.

多くのサークルは次のリーダーとなるべき人たちを選挙で
決定しています。選挙を行う日時を決めて、投票前に十分
な余裕を持って、選挙の手続きを確定させておきましょう。
大規模なサークルでない場合は話し合いでの決定や、幹部
が頼れる後輩を直接指名する方法もあります。

3.

サークルの現在の最適な運営方法を記録に残しましょう。
新たなリーダーたちはイベントを成功させる手段に不慣れ
な可能性がありますので、時間をかけてこの情報を書き留め
ておきましょう。さらに、幹部の役割や責任範囲について書面
で残しておくことも役に立ちます。あなたとあなたの幹部が
より詳細な情報を残すことができれば、次の幹部たちの
大きな助けとなります。

サークルの選挙
サークルの新たなリーダーを決める選挙を行う場合は、以下の役に立つヒントをご覧ください。
1.

選挙を行う日を、祝祭日や主要な行事がある日に設定する
ことは避けましょう。
できる限り多くのメンバーに出席して
もらう必要があるので、
メンバーがキャンパスを離れている
ような時期を選ばないようにしましょう。

2.

選挙の宣伝をしましょう。投票が行われることをメンバーが
知らなければ、彼らは意思を表明できません。

3.

幹部となる候補者を指名する時は人気で選ぶのではなく、
もっともふさわしい人物を選択しましょう。候補者を選ぶ際

4.

サークルメンバーは将来の運営がどのように引き継ぎされ
るのかを知っておく必要があります。幹部の引き継ぎ時期
などのスケジュールを事前に決定しておきましょう。

5.

既存の幹部たちから次の幹部たちへとリーダーシップを
移行することを記した、公式な書類を作成しましょう。

は、
リーダーズマニフェストを心に留めておきましょう。

!

HINT

多くの時間と労力を費やしたサークルを去ることは淋しいことですが、これからも後輩達にとってよきアドバイザーとして
サポートしてあげましょう。
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SECTION 5

LeagueU からの卒業
卒業生の LeagueU への参加
LeagueU プログラムは現在、大学生のみを対象としていますが、LeagueU 卒業生のアドバイザーとしての参加も歓迎しています。
1.

ボランティアとしてひとりの新人リーダーに専属で指導を行う。

2.

大学グループ内でリーダーたちの質問に答える。

3.

サークル運営のヒントを詳細にまとめたガイドを作成する（イベントやトーナメント、開催に関するノウハウなど）。

4.

LeagueU リーダーとしての体験について記事や物語を書くことに興味があるなら、 LeagueU@riotgames.com までメールでお知らせ
ください。執筆やインタビューをお願いすることがあるかもしれません！
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01. LeagueU へようこそ
02. リーダーガイド
03. イベントの計画
04. トーナメントの計画
05. LeagueU からの卒業

06.

LEAGUEU の情報とテンプレート
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SECTION 6

LeagueU の情報とテンプレート
情報
LeagueU に関する情報は以下のリンクからご覧いただけます。
LeagueU オフィシャルウェブサイト:
https://leagueu.jp.leagueoflegends.com

LeagueU Twitter アカウント：
@LeagueUOfficial

https://twitter.com/LeagueUOfficial

デジタルテンプレート
LeagueU での活動に利用できるポスターやロゴなどがダウンロード
できます。
LeagueU オフィシャルウェブサイト
ダウンロードページ

https://leagueu.jp.leagueoflegends.com/about/assets

お問い合わせ：
LeagueU@riotgames.com

注意

プログラムの内容は随時変更される場合がありますのでご注意ください。
プログラム関する最新の情報は LeagueU オフィシャルウェブサイトをご覧ください。
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