(English comes after Japanese)
2015 年 8 月の立命館 大阪梅田キャンパス 利用案内
就職活動中の皆さんを支援するために、東京キャンパス、大阪梅田キャンパスにおいては、8 月 1 日（土）から
8 月 16 日（日）までの期間、土曜日、日曜日を含めて、就職活動対象回生の窓口相談に対応いたします。
就職活動・進路に関する相談のほか、就職活動用パソコン・証明書発行機の利用等も可能です。その他利用
にあたっての詳細を確認のうえご利用ください。
※ 利用には学生証が必要となりますので、必ず持参してください。

■立命館大阪梅田キャンパスへのアクセス
〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町２−４ 大阪富国生命ビル １４F
立命館 大阪梅田キャンパス
TEL: 06-6360-4893 （就職活動支援・14 階）

JR 大阪駅 南口より徒歩 5 分
阪急 梅田駅 2 階中央改札口より徒歩 5 分
阪神 梅田駅 東改札口より徒歩 3 分
地下鉄谷町線 東梅田駅 北東改札口より徒歩 1 分
地下鉄御堂筋線 梅田駅 南改札口より徒歩 3 分
■キャンパス利用時間 （2015 年 8 月）
開室日程：8 月 1 日(土)～16 日(日）は土日も含めて毎日開室
8 月 17 日（月）～31 日（月）は平日のみ開室
窓口時間：9：30-17：00

（11:30－12:30 は閉室）

■証明書発行・履歴書販売のスケジュール
土曜日・日曜日は履歴書、封筒、コピーカードの販売はいたしません。
証明書発行機は 8 月 14 日（金）～16 日（日）はメンテナンスのため停止します。
■対象学生
2015 年度卒業修了予定の就職活動学生
以上

Ritsumeikan Osaka Umeda Campus
Access and Open hours for August 2015
In order to continue our support services especially for Job Hunting students, Career centers of Tokyo
and Osaka Umeda Campus will be open from Saturday 1st to Sunday 16th during August, including
Saturdays and Sundays. With the changed job hunting schedule and the peak time for screening events,
we believe this period will be a crucial one for all job hunters. From consultations, use of computers to
certificate issuance and purchase of rirekisho, you will be able to access the career center services in the
scheduled hours.
※ Please make sure to have your Student ID cards with you in order to access any service on
campus.

■ Access to Ritsumeikan Osaka Umeda Campus Premises
Ritsumeikan Osaka Umeda Campus, Osaka Fukoku Seimei Biru 14 Floor, Kitaku Komatsubarachou 2-4,
Osaka City, Osaka 〒530-0018
TEL: 06-6360-4893 （14th Floor, Job hunting support / Career Centre）

5 minutes on foot from JR Osaka Station South Exit
5 minutes on foot from 2nd floor, Central Exit at Hankyu Umeda Station
3 minutes on foot from East Exit at Hanshin Umeda Station
1 minute on foot from Subway Tanimachi Line, Higashi (East) Umeda Station – Northeast Exit
3 minutes on foot from Subway Midosuji Liine, Umeda Station – South Exit
■ Use of campus services in August 2015
Open hours： Sat 1st ~ Sun 16th August – everyday, including Saturdays and Sundays too.
Mon 17th ~ Mon 31st August – only on Weekdays (except Saturdays and Sundays)
Counter open hours - 9：30 ~17：00

（closed only during 11:30－12:30）

■ Schedule for Certificate Issuance and Purchase of Rirekisho
Saturdays and Sundays – purchase of Rirekisho, envelopes and copy cards will not be
possible.
Automated Certificate Dispenser will not be available during Fri 14th ~ Sun 16th August
(maintenance)
■ Targeted those students graduating in AY 2015 (Sep 2015 and Mar 2016)

