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 RUCアンケート

BKC OIC

★ユニオンスクエア
　２Fのラック前
★リンクスクエア入口

★OICショップ店内O I C
★以学館食堂前
★Rosso店内衣 笠 ★至徳館地下購買部

★ふらっと店内 BKC

アンケート回収場所
回収場所の存在をご存知ですか？ あなたのアンケートをひそかに、
無い首を長くして待っていますよ！

　最後まで読んでいただきありがとうございます。
この光り輝くQRコードを読み取ってアンケートにご協力お願いします！  

皆さんの声がRUCの糧になります！
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あなたの声がRUCをつくります！！
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春

　先輩によるアルバイト
や資格、サークル等の幅
広い話を聞くことで、大
学生活をより明確に捉
え、広い視野を得ること
ができる企画です！ ぜ
ひ参加して充実した大学
生活のカギを一緒に見つ
けませんか？

　留学や資格だけでなく、インターン、公
務員、大学院など卒業後の見通しまで立て
てみませんか？ 各テーマで経験学生による
体験談や、担当職員によるガイダンスを用
意しています。視野の幅を広げたい上回生
の方もぜひ！



▼3つのルール
　私達IROHAには活動していく上で守らなければなら

ないルールが3つあります。

① 毎週1回の募金活動にメンバー全員月に1回は参加す

ること

② ミーティングなどの

活動に参加できない

場合は連絡すること

③ 企業さんとの案件に

きちんと協力するこ

と

DEEPDEEPDEEPDEEP立命館
ディープな人

の

　国際協力団体IROHAとは立命館大学を拠点に活動する国際協力団体で、現在は81人

のメンバーで活動しており、カンボジアをメインに継続的な教育支援を行っています。

国際協力に興味がある人は勿論、今は興味のない人でも自分達の活動に触れて賛同して

貰えれば大歓迎ですよ～！

▼活動内容
　現在の活動内容はカンボジアでの教

育支援を継続的に行うことです。具体

的にはカンボジアのカリキュラムには

ない授業をこちらから持ちかけて興味

を持ってもらったり、夢を広げることを目的として生徒達を職

業体験に連れて行くこともあります。他にも飯プロジェクトと

いう衛生面に特価した手洗いや栄養についての授業を行ったり

もしています。また、毎週の活動として週１回ミーティングを

行い、それにプラスしてカンボジアへの渡航に向けたミーティ

ングを行うときもあります。

▼今年の目標
　今年の活動目標は３つあり、1つ目は昨年末にカンボジアの

支援先を新しいものに変更しており、その支援先の要望として

校舎の修繕が挙がっているので、そのための資金を集めること

です。2つ目はこれまでの支援先が自分達の支援から自立する

ので、その自立に向けたサポートを行うことです。3つ目は新

しい支援先でも継続的な教育支援を行うために支援先のニーズ

を渡航して調査し、新しいプロジェクトを考えることです。

　今回の立命館のディープな人は国際協力団体IROHA
さんの総代表のK.KさんとOICの代表のY.Iさんにお
話を伺いました！ 普段の活動内容、今年の活動目標、
IROHAに入ったきっかけなど盛り沢山の内容でお届け
します！ この記事を通してIROHAさんの活動に少しで
も興味を持って貰えると幸いです！

Twitter
やってます！
➡@IROHA_2011

▼国際協力団体IROHAとは？
　入学したのがBKCで男だらけの生活だったので

女の子と仲良くなりたかったのと、元々海外志向が

強かったので海外での活動が豊富で、女の子もそこ

そこ所属しているIROHAに入ることを決めました。

　募金などの活動で自分達の活動を沢山の人達に伝

えることが出来て、それによって実際にカンボジア

の子供達の教育の場を作れることにやりがいを感じ

ます。総代表としてはIROHAという組織が大きく

なっていくことにもやりがいを感じます。

　元々ボランティア活動がしたかったのですが、

OICにはボランティアサークルが2つしかなくてどっ

ちに入るか考えた時にIROHAの方がより興味があ

るし、自分に合っているなと思ったからです。

　国が違う人の人生に少しでも影響を与えられたん

だ、と感じた時や実際に企画やイベントをやり終え

た時にやりがいを感じます。ただ、自分達の代の活

動はこれからなので本当の意味でのやりがいを感じ

るのはこれからだと思っています。

　村にあるIROHAスクールに向
かう途中の道が雨により通れなく
て、皆で歩いて向かった時の写真。

　ドローンで撮影した時、私達の
支援する村を一望する事ができた
時の写真。

K.Kさん
薬学部3回生

Y.Iさん
経営学部3回生

Q  入ったきっかけは？

Q  入ったきっかけは？

Q  やりがいを感じた時は？

Q  やりがいを感じた時は？

思い出の写真

思い出の写真
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H.N
政策科学部新４回生

S.Y（代表）
文学部新３回生

　企業の立ち上げに参画して採用周りでのコ

ンサルタント＆法人営業、個人で飲食店の経

営コンサルタントやプログラミングなど様々、

学生団体も二つ運営しています。一つ例にと

るとiDOというキャリア支援団体で代表をし

ています。こちらは関西をメインに活動して

いて『納得したキャリア形成の支援』という理

念のもと、3～4回生には就活支援としてメ

ンターとの面談、イベントの設計から運営ま

でを行なっています。また、1～2回生が経

験を積む場として長期インターンの紹介や来

たる就活に向けての面談を行なっています。

　“できない自分”への恐怖ですね。昔か

らいじめや比較されることが多くて「昔

の自分に戻りたくない」っていうのが強

かった感じですね。そしてある日「人間の

DNAは95%一緒で残りの5%は意識の

差」というのを聞いて「たった5%の意識

でしか【名倉 萌生】の存在を証明できない

ならせめて意識ぐらいは高くありたい」と

思ったことで大きく一歩を踏み出しました

ね。今思えばただのかまちょでした（笑）

　高校時代に在日難民のポートレートを見たのがきっかけでし

た。難民を“数”ではなく、平和を愛する一人の“同じ人間”と

して感じられたことで、難民について興味を持ち始め、大学で

は難民支援をしたいと決めました。また、私は将来日本語の先

生になりたいと思っており、難民の子供たちに日本語を教えた

りする企画があるので、それにも参加しようと思いました。

　“行動の重要性”と“大学生活

の有限性”です。義務教育課程

と社会とのギャップは非常に大

きく、その差を埋めるかどうか

は“個人”に委ねられるという

点で一番差が付きやすい時期だ

と感じました。そしてその差は

場数に依存します。だからこそ行動することは極めて重要で、「したい」を「する」にでき

る人は結果を残していると感じましたね。人並みには何でもできると思っていましたが

仕事を始めて自分の弱さを理解しました。とはいえ、大学生は自由なので「限られた時間

の中でどれだけ挑戦できたか」こそが自分の価値に転換すると確信していましたね。

　自分が色々な偏見をもっていることに気が付きました。

　パステルの活動を通して、難民の方々やタイの子供たちと会

いました。彼らの生活を知ったり、その土地の文化を知ること

によって、難民の方々をより身近に感じることが出来るように

なりました。そして難民の方々に対するイメージを変えること

ができました。こうした出会いや経験を通して今まで見ず知ら

ずに持っていた偏見が徐々に薄れているのを感じています。
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キャリア支援キャリア支援 海外ボランティア海外ボランティア

誰しも心の中にある「したい」に愚

直に生きて欲しいなと思います。ス

ポーツでも勉強でも「できない➡で

きる」に変わる時が一番楽しいと思

いますので！ これと就活においては

スピードが命なので新三回生の皆さ

ん気軽にSNSから連絡いただけた

らなと思います!! ではでは～

自分たちで話し合ったことをもとに企画をしています！ 企

画運営は貴重な経験でもありますし、企画の準備をしてい

くことで、よりテーマについての理解を深めることができ、

非常に有意義なものになっています！

活動を通して多くの仲間ができました！ 話し合いを通し

て、自分とは異なっている意見を聞くことは非常に新鮮で

貴重であると同時に、自分の意見を見つめ直し、視野を広

げることに繋がっています！

これは昼休みの時間を利用して、実際にタイ料理を作った

後に、難民について話し合っている様子です！ 実際に自分

たちで体験することで見えてこなかった部分まで見えてく

るようになります。そうすることでよりよい企画を作るこ

とができ、視野を広げていくことができます！

　春休みも終わりいよいよ新年度が始まります。気
持ちも新たに何か新しいことを始めようと思ってい
る方も多いのではないでしょうか？ そこでボラン
ティアや留学など身近なものを取り上げました！ 是
非これを参考に新しい自分を探してみてください！

M.K副代表)
文学部新３回生

　私たちは毎年2月、メラウーというタイとビルマ(ミャンマー )

の間に位置する難民キャンプに赴きそこで暮らす子供達と触れ

合う活動をしています。また毎年6月は難民の故郷の料理を3

キャンパスの食堂で提供してもらい、一食につき10円を難民

支援の寄付金にあてる活動をしています。この機会を経て食と

難民問題を繋げてもらえればと考えています。他にもPASTEL

キッチンという、私たちメンバーが月一でタイの名物(迷物)料

理を作り、参加者を集めて一緒に食べながら難民問題について

おしゃべりする企画も行っています。
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　修学旅行で京都に訪れる中学生や高校

生と一緒に街歩きをします。京都の美し

い名所を回る中で自らの大学生活を語っ

たり京都の魅力を伝えたりと、参加する

生徒と楽しくコミュニケーションをとっ

ています。

　語学学校で多種多様な文化をもった人々

と基本的な英会話能力を学び、学校終わり

には現地の友達と毎日遊んでいました。そ

の中でも特に仲のよかったブラジル人と

4ヶ月間シェアルームをしていました。留

学中で最も印象に残っているのは、アメリ

カのLAからグランド

キャニオンまでキャン

ピングカーで1週間の

旅をしたことです。

　今は京都の四条にある割烹でバイトし

ています。仕事内容は主に料理運びや接

客、洗い物、キッチンアシストなどです

が、いつかはキッチンにも入りたいと思っ

ています。早く

料理をしたいと

いう気持ちはあ

りますが、料理

だけ出来れば良

い世界ではない

ので料理以外で

も貢献したいと

考えています。

　ずっと憧れていた京都で大学生活を送

る中で、京都の魅力を何らかの形で発信

していきたいと考えるようになりました。

そんな時、修学旅行で京都にやってくる

中学生や高校生に飾らない京都の魅力を

伝えるこの団体に出会いました。

　「金持ち父さん貧乏父さん」という書籍

を読んでお金の概念が広がり、自分に今

できることはFPの資格を取る過程でお

金の知識を蓄えることだと思った。また、

その書籍の中で必要な知識を網羅した資

格はFPだなと気づいたから。

　高校時に1ヶ月のイギリス短期留学を

経験したのですが、学内プログラムだっ

たため現地では生徒との団体行動がほと

んどで旅行のような留学でした。

　そこで、大学では知り合いがいない海

外に独力で長期滞在し、周りの大学生と

は違う経験をたくさんしたいと思いカナ

ダ留学を決めました。

　親が料理人なので小さい頃からの影響

で将来は料理人になりたいと思っていま

す。料理人になるために一番手っ取り早

いのが料亭などの実際に料理を作る現場

に入ることだと思い、今のバイトを始め

ました。

　この団体での活動を通して、今まで

以上に京都という街に魅了されるように

なりました。また、他大学の学生との関

わりが生まれ自身のコミュニティが広が

るとともにさらなる知見を得ることがで

き、もっと京都の魅力を伝えていきたい

と考えるようになりました。

　自分は全く英語が話せないままカナダ

に行ったのですが、とにかく気持ちを伝

えようと全身を使って積極的に英語で話

しかけるようにしていました。その経験

を通して、英語が話せなくても笑顔と気

持ちさえあれば海外でもやっていけると

いうことを学び

ました。その後

は人生楽しむた

めに、いろんな

ことに挑戦する

だけです！

　芸妓さんや舞妓さん、社長さんなどが

よくいらっしゃるので、目上の人と話す

機会が増え、お客様に対する態度、言葉

遣い、ふるまいを学ぶことが出来ました。

お店のルールが厳しいので指摘されるこ

とが多いですが、その分信頼されている

と思い、毎日頑張ることが出来ます。
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ボランティアボランティア 資格（FP）資格（FP）

留　　学留　　学 バ　イ　トバ　イ　ト

このように学生に向けてたくさんの

ことを伝えています！

普通ではなかなかできない貴重な経

験をしています！

夢に繋がることをバイトにすること

は非常にやりがいを感じます！

約１年間の留学を通して現地で大勢

の友達をつくることができ、本当に

いい経験ができました！

　「お金」についての悩みに答えるのが

FPですので年金、保険、株式や預貯金な

どの金融資産、税金、不動産、相続など

多岐にわたるお金の動きを知ることを目

的として勉強しています。その知識を利

用して顧客のライフプランニングなどを

計画していきます。

　自分に対してもお金の悩みを解決する方

法が同時に得られ、日常生活の至る所で役

立ち、さらには資産の増やし方の選択肢が

大幅に広がっていることを実感できている。

また、社会のあらゆるところで金融が働いて

いるため様々な社会構造に興味を持つこと

ができた。そのため、読書量も必然的に増

え関連知識として蓄えられるようになった。

　この資格以外にも様々な資格を取得す

ることができます。自分が必要とする資

格を見つけてみてください！

　　　●司書　　　　●秘書　
　　　●公認会計士　●宅地建物取引士

T.K
産業社会学部新３回生

R.W
食マネジメント学部新２回生

T.O
文学部新３回生

R.H
情報理工学部新４回生
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＼ 店 長 に 聞 い た ！ ／

立 命 生 に 人 気 な メ ニ ュ ー

　立命館大学はそれぞれ朝、昼、晩と食事が取れる
食堂があります。また、立命館生協が行なっている
食堂の企画も豊富です。でも、一体なにが人気のメ
ニューなんだろう？ どんな企画をいつするの？ そん
な疑問にお答えしようと思います！

そ う だ 、 食 堂 へ 行 こ う

お店で販売して
いるようなうど
んを食堂でも味
わえます！ コ
シのある麺と濃
いダシが絶妙に
マッチングして
います。

特に部活やサー
クルをやってい
る学生に人気！
一緒に小鉢の副
菜をとりいれる
と、栄養バラン
ス◎。

一口サイズなので、女性にも
人気なメニューになっていま
す。鶏の唐揚げにたっぷりの
タルタルソースと甘酢がか
かっていておいしいです。こ
のように、食堂で本格的なチ
キン南蛮が食べられるんで
す！ 

低カロリーの割
にタンパク質が
多いので、体型
管理にはおすす
めです。

食堂で、ねぎとろ
丼が食べれるん
です！ ボリュー
ム満点で大満足
の一品です！

ハ ン バ ー グ に
たっぷりチーズ
のかかっていて
美味しいです。

辛い物が苦手な
人でも食べられ
ます！ 三郡点
数法から、部活、
サークルでスタ
ミナが必要な人
におすすめ！

三郡点数法の赤
色と黄色が補え
ます！ 一緒に葉
物などの野菜も
食べましょう！

　みなさん、立命館大学にある食堂のメニューや、い
ろんな企画のことがわかったかな？ 食堂ではみなさ
んの体のことを考えたメニューがたくさんあります！ 
栄養バランスをしっかり考えて摂るようにしましょ
う！ また、楽しく食事ができるようにいろんな企画を
行なっています！ 期間限定メニューをお見逃しなく！ 

人気メニュー
フェア

九州・沖縄フェア

管理栄養士
考案メニュー

中国・四国フェア

みちのく・
北海道フェア

1年間
ありがとうフェア

管理栄養士
考案メニュー

▼

九州・沖縄フェア

▼ASIAN FAIR

▼うまいもん
　フェア

▲北海道フェア

2019年
企画予定

1月

12月

10月

7月

6月

5月

11月

フェア

こんな 企 画 やってます！
食べやすさ★★★！

リピート率★★☆ ピリ辛度は★☆☆

男女共に人気な
メニュー★★★！ 満腹度★★★！

あっさり度★★☆

　生協学生委員が諒友館食堂の店長にどんなメニューが人気なのかお話を聞きました！ 
食堂には他にもたくさんのメニューがあります。ぜひ食堂で注文してみてください♪
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入学当初どこで友達をつくりましたか？Q 第一印象は何で決めますか？Q

大学に入ってキャラ変しましたか？Q
初対面の人と話すときの話のネタを教えてください。Q

男女の友情は成立すると思いますか？Q インスタのストーリーの “親しい友達”
機能、どのくらいの人を追加しますか？Q

　私はよく趣味から話を広げるかなあ。趣味って人それぞれだから、共通の趣味の人を見つけた時には意気投
合して話が弾むし、変わった趣味を持っている人だったらそれについて話すきっかけになるよね！また、趣味
を聞けばその人がどんな人なのか知ることもできるからおすすめだよ！

　８割以上が男女の友情は成立すると回答しました！ 大学に入ってから、異性の友達が増えた
という人も多いと思います。「自分自身、男女の友情が成立しているから」という理由が最多で
した。また「男女だからといって成立しない理由は無いと思うから」という哲学的な回答もあり
ました。
　少数派の成立しない派からは、「やはり男と女だから」、「友情は恋に内包されていると思う
から」などの意見が挙げられました。

　最近インスタグラムのストーリーにできた“親しい友達”機能ですが、アンケート
の結果から、半数以上の人がこの機能を使っていないということが分かりました。「み
んなに投稿を見てもらいたいけどアルバイト先の人には見てほしくない」などとい
う場合は、その人以外のフォロワーのほとんどを親しい友達に追加するという使い
方もあるようです。

　一番多かったのがサークルで、約半分の人がサークル
で友達を作ったようです！ 立命館大学では、公認団体
だけで約450もの部活やサークルがあるので自分の興味
のある団体に入ると同じ趣味を持つ仲間ができます！　
　次に多かったのが基礎演習や学部、小集団の授業で
す！ サークルと同じく、講義だと週に1回以上は会うこ
とになるので自然と仲良くなれます○
　少数意見だとアルバイトや友達の紹介などがありまし
た。友達を作る機会は意外と多いですよ～～！

　8割がキャラ変していないという意外な（？）結果でした。無理をして変えなくても素
の自分のままで良いという意見がありました。
　一方で、２割はキャラ変したみたいですね。
　中身のキャラ変ではなく、ファッションや髪形など外見を変えてみるのも印象を変
えたい人には良いと思います！
　大学入学は自分を変える大チャンスなので、なりたい自分に近づいて大学生活を楽
しんでくださいね○

生協学生委員会調べ

 相手の出身を初めに聞く人が多いみたいだよ。例えばその地域の食べ物や観光名所など、出身地の話題な
ら話のネタはたくさんできそう。特に立命館は全国各地から人が集まっているから出身地の話題で話を広げら
れそうだよね！ 僕は方言の話で友達とよく盛り上がったよ！

本音。の立命生
　新学期と言えば出会い！交友の輪を広げる
チャンスの時期ですよね♪そこで今回は、立命生
に「人間関係」にまつわるアンケートに答えても
らいました。友達ができるかな、新しい環境でう
まくやっていけるかな、と不安なあなた！必見で
す！また新入生の皆さんに役立つ情報も提供し
ているのでぜひ目を通してみてくださいね！

新入生編 新学期編

番外編

3

1

2

外見

話し方

人当たりの良さ

先輩に聞きました!!

● サークル

● 学部・クラス

● アルバイト など

100人以上
150人未満 
2.9％

150人以上200人未満 
1.4％

200人以上 
4.3％

50.7%

誰も追加して
いない、
使っていない

13%
10人未満 

13%
10人以上50人未満 10人以上50人未満 

14.5%

50人以上
100人未満 
50人以上
100人未満 

No

85.5%
Yes14.5%

80%
No

20%
Yes

　１位は表情やファッションなどの外見でし
た！ 視覚からの情報で第一印象が決まると
いう説があるように、やはり普段から身だし
なみに気を遣うことは大切ですね。また、２
位や３位には話し方や人当たりの良さなどが
ランクインしています。笑顔で明るくはっき
りと話すなどを意識してみましょう！
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み ん な の 声  ～ キャン パ ス 別 編 ～ み ん な の 声  ～ 全 体 編 ～

衣笠

BKC

OIC

組合員アンケート報告

総代会とは？

今年の総代会は
5月25日（土）

in衣笠

　５月の総代会に向けて、今の立命館大学ではどの
ような声が出ているのかを調査しました。今回の組
合員アンケートにご協力いただいた人数は、衣笠が
1543 人、OICが1045 人、BKCが 919 人です。そ
の中から多く見られた声をお届けします！

 実際の取り組み
　最近ではOICで世界５カ国８種
類のさまざまな料理が提供されま
した。これも2018年度の総代会
で出た案によるものです。

でも総代会に参加できな
いという人もいるよね。
そんなときは「ひとこと
カード」を使っていつで
も生協に直接意見を伝え
ることができるよ！

総代になるためには？
総代さんは立候補制で、今年の立候補期間は４月11日か
ら４月19日です。各キャンパスに立候補のための書類が
置いてあるので、印鑑を持って書きにきてください！

　総代会とは、生協のこれまでの１年間の活動の総括を行い、
これからの１年間の活動の計画を立てる場です。この総代会
での議決を基に、１年間の生協の運営が行われていきます。
組合員が生協に対して意見するための場でもあるので、組合
員の代表である総代が参加します。

衣笠では食堂の環境改善についての声がBKCとOICに比べて多く寄せられてい
たよ！ あとは、具体的に「〇〇をしてほしい」という意見も多く出ていたね。学
びの視点では資格について知りたい人が多かったみたい！ 

衣笠とOICに比べて体育会系の部活・サークルや男性が多いBKCならではの意
見があったよ！ あとは、ユニオンとリンクのメニューに関して要望が多かった
ね。学びについては、理系が多いBKCならではの声が寄せられていたね！ 

衣笠やBKCに比べて食堂が少ないからか、メニューを増やしてほしいという声
が多く寄せられていたよ！ 学びの面では衣笠と同じように就活と資格の関係に
ついて気になっているという人が多かったみたいだね。

ミールのための500
円ぴったりの定食を
おいてほしい

大盛りメニューを増や
してほしい

待ち合わせに
便利なので
テーブルに番号を
振ってほしい

小鉢が冷めて
いるのでラップ
をかけてほしい

院進を勧め
られるので
学 部 卒 で
の就職のイ
メージがつ
かみづらい

ソフトクリームフェスティバ
ルや和菓子フェアのような企
画をしてほしい

ユニオンにパ
スタやオムラ
イスがほしい

資格と就職の関係
について知りたい

丼ペリをちゃんとペリペ
リしたら特典がほしい

サプリメントやプロテインの種類
をふやしてほしい

定食を増やして
ほしい

どの資格がどのような職業に活かせる
のかを知りたい

リンクにも定食
を置いてほしい

低カロリーなものを
増やしてほしい

オムライスなど
他キャンにある
メニューがほしい

いろいろな意見があったし、似たような意見もたくさんあったね。今年はみんなも総代会に
行って、立命館でのより良い学校生活について考えてみよう！

み ん な の 声  ～ キャン パ ス 別 編 ～ み ん な の 声  ～ 全 体 編 ～

売ってる本の
種類をもっと

増やしてほしい

食堂の混雑を
緩和してほしい

資格について
知りたい

他キャンパスの
メニューも

置いてほしい

メニューの写真と
実物が異なる
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学生 総 合共済
　皆さん！ 待ちに待った春ですね！ 春といえば新生活のスター
ト！ でもやっぱり、新生活になると不安が多いですよね！ そこで
今回は新生活に起こりがちな、さまざまな事例をクローズアップ！ 
ぜひぜひ参考にしてみてくださいね～♪

春から下宿を始めて自転
車通学になる人もいるの
では？ 大学の近くにも人
通りが多い場所がたくさん
あるので気をつけよう！

新たな生活による多くの
変化がストレスとなって体
調不良の原因となること
も！ この時期は体調管理
に気をつけよう！

　地震や火災などの思いもよらぬ災害が起
こった時、どのような行動をとればいいか、
備えをしておけばいいのかということを
知ってもらおう！という企画です！ 6月に
行われる企画では、消防署に起震車をお借
りして、実際に大地震を体験をしてもらう
など、目玉企画をたくさん用意しています！
開催時期：6月（詳しくは未定）

　食生活が偏りがちな大学生のために、栄
養士の方をお呼びして、日頃の食生活の改
善などの相談の場を設ける企画です！ 食生
活相談に加え、骨密度を計測したり、お肌
チェックや姿勢チェックなど、その都度違っ
たテーマに沿って、健康に関するさまざま
なブースを設けています！
開催時期：6月（詳しくは未定）

　整備不良による自転車事故を防ぐため
に、プロの整備士の方に無料で自転車の点
検をしてもらうことができる企画です！ 学
生委員が作成した交通安全ルールクイズ
や、大学周辺のハザードマップなど、身近
に潜む危険を再確認してもらおうと力をい
れてます！
開催時期：6月（詳しくは未定） 

自転車事故 病　　気

～こんな給付事例があるよ!! ～

ぜ ひ参加してみてね!!

そ こ で !!

病　名：急性扁桃炎
➡生活習慣の乱れがあったのか、
　体調が優れないと思った矢先に発症

入院：6日  60,000円

計60,000円

場　所：龍安寺の近く　
雨で濡れた道路をスリップ　縁石にぶつかり転倒
➡左手首を骨折

入　院： 5日  50,000円
手　術： 1回  50,000円
通　院：15日  30,000円
固定算定日数：3日  6,000円

計136,000円

 キャンパスによって企画の名称が異なりますが、同様の企画を行っています！ 

食生活相談会 -Style-Up Project-（衣笠）

自転車無料点検会

知っ得！ 防災他にも…
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オススメしたい！  今読むべき 本
フォルトゥナの瞳（百田 尚樹 作）

主人公は幼い頃に家族を火事で失い天涯孤独の身であるという事以外は普通の

会社員。しかし、ある日突然「他人の死の運命」を視る力を手に入れ生活は一変。

能力をきっかけに1人の女性を愛すようになり、他社との関係も生まれる。そん

な中、死に行く人を助けたいという思いが無情にも彼を窮地に追いやり…。他人

と自分の命の価値とは。衝撃のラストに感動する、愛と運命の物語。

タイトルにある“フォルトゥナ”とは運命の女神を意味する。その瞳を持っ

てしまった者には「死を前にした人間が透けて見える」という不思議な力が宿

る。運命とは何か、それは変えられるものなのか。生きている中であなたは

何回運命を変えるような選択をしているか考えたことはありますか？

◦�ノルウェイの森� ……………………………………………（村上�春樹）

◦�翼� ……………………………………………………………（白石�一文）

◦�息が止まるほど� ……………………………………………（唯川�　恵）

オススメポイント

他のオススメ本

麒麟の翼（東野 圭吾作）

日本橋の欄干で胸にナイフが刺さった状態で発見された男。その後、病院での

死亡が確認される。容疑者は確保されるものの事故に遭っており昏睡状態である

ことが判明する。一方、事件の調査を進めていく中で、被害者が勤めていた会社

での「労災隠し」が発覚する。さらに、責任が被害者にあるとされ、世間から一転バッ

シングを受ける被害者家族。果たして、事件の真相は…？

ミステリーでありながら、人の愛情が溢れてくるものになっています。今

回は誰かを思うあまりに事件が起きてしまっています。しかし、愛情とは何

なのか、家族とは何なのかを再確認できる本になっています！�読み終わった

時には改めて本当に大切なことを学んでいると思います！

◦�告白� ……………………………………………………… （湊�　かなえ）

◦�悲しみのイレーヌ� ……………………………（ピエール・ルメートル）

◦�死神の精度� ……………………………………………… （伊坂�幸太郎）

オススメポイント

他のオススメ本

嫌われる勇気（岸見 一郎、古賀 史健 作）

累計238万部の大ヒット作品です。フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」

と称されるアルフレッド・アドラーの思想を凝縮した一冊です。「幸せになるため

にはどうしたらいいか」という問いに対して具体的な答えを提示してくれます。嫌

われることによって対人関係がスタートするというアドラーの考えを知ることで

よりよい人間関係を築けるようになれるかもしれません。

嫌われるという一見幸せとはかけ離れていると思うかもしれませんがこの本を

読んでいるうちに嫌われることの本当の意味に気付けると思います。皆さんの大

学生活でも人間関係の悩みはたくさんあると思います。そんな悩みを解決しより

よい人間関係を築くための手助けしてくれる本になってくれると思います。

◦�心を整える� …………………………………………………（長谷部�誠）

◦�メモの魔力� …………………………………………………（前田�裕二）

◦�人生は攻略できる� …………………………………………（橘�　　玲）

オススメポイント

他のオススメ本

リング（鈴木 光司 作）

高校生の友人グループが怪死した事件を調べる中で、見ると１週間後に死ぬと

言われているビデオを見てしまった雑誌記者の浅川和行。さらに、妻や娘もその

ビデオを見てしまった。浅川は自分や妻、娘にかけられた呪いを解くために調査

を進めていく。そして明らかとなってくる呪いの真相。果たして、呪いの真相とは…。

そして呪いを無事に解くことができたのか???

ご存知の方もいるかもしれませんが、映画「リング」の原作となったこの作

品。しかし、映画とは違い貞子が直接迫ってくるということはありません。映

画とは違った雰囲気でもハラハラドキドキすることは間違いありません！�是

非本ならではの臨場感を味わってみてください！

◦�メルキオールの惨劇� …………………………………… （平山�　夢明）

◦�夜市� ……………………………………………………… （恒川�光太郎）

◦�黒い家� …………………………………………………… （貴志�　祐介）

オススメポイント

他のオススメ本
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今月の
私も ひ と こ と

　ひとことカードとは、組合員の皆様の意見や要望に応えるために生まれたカードです。投稿
されたひとことカードは実際にお店で検討され、コメントを添えて貼り出されます。実際にひ
とことカードの要望が叶えられた例も多くあります！　また、意見や要望の他に、ちょっとした
エピソードなどでも構いません。ぜひ、気軽にひとことカードを活用してみてください。

　こちらのカードでは、実際に組合員の要望にお応えして“と

んかつ茶漬け”を提供しています。このように、組合員の要望

や意見に応えてもらえることは多いです！　みなさんもぜひひ

とことカードを活用してみてください。

　可愛いイラストを含めたやり取りが素敵ですね。固い文章で

なくてもいいので、気軽に意見や要望などをひとことカードに

書いてみてくださいね。

　ひとことカードには、意見や要望以外のことも書いて頂けます。

この写真では、日常のエピソードに、店員さんが温かいコメント

を返しています。こんなに親身に応援されると嬉しくなりますね。

★至徳館購買部内
★ふらっと内
★各食堂内

★ユニオンショップ前
★リンクショップ入口
★各食堂内

★OICカフェテリア

衣 笠

衣 笠

BKC

BKC

O I C

O I C 利用のしかた

ひとことカードの場所

❶ひとことカードが置いてある所からカードを取る。

❷要望などを記入し、カード置き場付近の箱に投函する。

❸後日、お店からの返事が掲示されていることを確認する。

APU　CO-OP報告

2018年度　第７回理事会
2018年12月19日（水）  
18時36分～ 20時26分  
出席理事22名　出席監事４名

»主な報告事項
・  組織活動や新学期活動状況について、また全国大学生協連総会

の出席者から当日の様子が報告がされました。
・  「読書マラソンコメント大賞」の受賞者とあわせ、表彰式予定が

報告されました。

»主な審議事項
・  独自に行った学生生活実態調査の結果も踏まえ、2019年度予

算と方針の審議を行い、次回も継続して行うこととしました。

2018年度　第８回理事会
2019年１月31日（木）  
18時30分～ 20時28分  
出席理事19名　出席監事２名

»主な報告事項
・  決算状況や各組織活動や、2019年度新規採用職員の配属な

どが報告されました。
・  全学協議会の確認文書調印式に生協も出席、理事長が調印し

たことが報告されました。

»主な審議事項
・  前回に続き、2019年度方針・予算について審議しました。
・  「ふらっと」「カフェROSSO」の営業時間変更、および「朱雀店の

ビュッフェ価格の改定」について審議・承認しました。

2018年度　第９回理事会
2019年３月19日（火）  
18時30分～ 20時25分  
出席理事14名　出席監事６名

»主な報告事項
・2018年度の年度決算状況について報告が行われました。
・各組織活動に加え、新学期活動状況の報告が行われました。

»主な審議事項
・  2019年度方針・予算の審議を継続し、総代会第2号議案の検

討として、学生委員会実施アンケートの内容も踏まえた議論を
行いました。

理 事 会 報 告

合格者入学者歓迎のイベント

APUでは2月下旬に一般入試合格者の大学説明会が行わ
れ、3会場に生協学生委員が在校生として参加して、APU
での学びやキャンパスライフの魅力をプレゼンしました。
また新入生向け開講前手続セミナー期間中の3月26日

には生協利用についてのガイダンスを実施しました。APU
では日/英2言語が公用語の為、生協ガイダンスも日/英
で開催されました。

春卒業式・入学式が開催されました

90カ国を超える国・地域の学生たちが集い、春と秋に
ほぼ同規模の入学式・卒業式が行われるAPUですが、3
月15日に春卒業式が、4月1日に春入学式が別府市内の
ビーコンプラザで行われました。特に春入学式はキャンパ
スや市内は桜が咲き、いかにも日本の大学らしい風景の中
で新入生を迎えました。
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