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日本フレフレ丼 (6/19・20)
　日本フレフレ丼では今回東日本大震災
で被災した東北を応援しようということ
で福島フェアを実施します。福島県の食
材を使用していて、この商品を購入して
もらうことが復興支援に繋がります。み
んなで復興の後押しをしましょう！

健康チェック (6/5・8)
　健康に関するブースを通して健康状態
を見直し、意識向上を目指す企画です！
　栄養士さんによる食生活相談のほか、
献立を選んで栄養バランスを確認する、
体組成計を用いた体脂肪率やBMI値の
測定、共済の加入確認・給付申請の説明
などを行います。是非ご参加ください！

Mission to return
(6/11・13・15)
　Mission to returnが6月中旬に行わ
れます。この企画は食堂の混雑解消目
的に作られた企画です。お昼に購入か
ら25分以内のレシートを特設ブースに
持って行くと副菜やデザート無料券が当
たるくじを引くことができちゃうんで
す！ 皆さんぜひ参加してくださいね！

ユニオンカフェテリア
メニュー総選挙 (6/26・27・28)
　6月の下旬にユニオンカフェテリアメ
ニュー総選挙を行います。それぞれのメ
ニュージャンルごと(丼、麺、主菜、副
菜)に旬の食材を使った新メニューが登
場するので、皆さんで食べたいメニュー
に投票してもらう企画です。詳しくは店
頭で！

サマーフェスティバル
(7/2～6) ※縁日は6日のみ

　レシート3枚で応募できるレシートラ
リーや、各購買部、食堂での商品割引な
どを行います。また、1日限定で食べ物
や、ゲームがたくさん楽しめる縁日を開
催します！ 楽しい企画なので是非参加
してください！ 大学全体で盛り上がり
ましょう！！

おかずDE 1UP (6/18～22)
　日常生活にスマホは欠かせないも
の！？ですが、皆さん目に気を遣ってい
ますか？ 6/18 ～ 6/22まで、食堂で
疲れ目軽減メニューを提供させていただ
きます。
　また、最近食生活が乱れてるかもと
思っている方にもおすすめです！ 健康な
食生活が、元気の源！ 1品プラスしてあ
なたの健康1アップしちゃいましょ～！

ビブリオバトル (6/19)
　本を使った知的合戦、それがビブリオ
バトル！ 優勝した本は実際にふらっと
で販売！ 自分の好きな本の良さをみん
なに広めよう！ 自分で持ち寄った本を
制限時間内にアピールしあってどれが一
番読みたくなったかを投票で決定！

食生活相談会 (6/19・20)
－style up Project－ 
　食生活を見直し、健康に対する意識の向
上を目的としている企画です！ 今回は新
しく、スマートフォンによる姿勢の悪化や
視力の低下など大学生に身近な問題につい
て考え直せるブースを設けました！ これ
を機に健康について考えてみませんか？

活動予告 O I C

防災クイズラリー (6/6)
　クイズを通してもしもの時の備えが
分かっちゃいます！ 下宿生はもちろん、
自宅生も防災に詳しいと家族のためにも
安心ですよね？ 素敵な景品も用意して
いるので、この機会にOIC cafeteriaで
楽しく防災の知識を身につけよう！

ヘルスケアマネジメント
(6/18)
　夏に向けて無理な体づくりしてません
か？ もうすぐ夏休みということで、海や
プールなどに向けて体づくりをしている
方も多いのではないでしょうか？ 無理な
体作りは危険なので、この機会に日々の
食生活を見直し、知識をつけましょう！

夏祭り (7/4)
　例年より夏祭りらしく、わたあめをは
じめとする屋台の食べ物や、射的など
の娯楽をご用意してます！ さらに、指
定のブースを回ると景品もGETできま
す！ みなさん、OIC Cafeteriaで夏の
雰囲気を感じてみませんか？

自転車無料点検会 (6/14)
　駐輪場で整備士さんに自転車を無料で
点検をしてもらえます！ 知ってて得す
る交通ルールクイズや共済ブース、参加
者の方と一緒に作るハザードマップなど
のみなさんの生活に役に立つ企画がたく
さんありますので是非ご参加下さい☆

これって平和企画 (6/11～)
　「平和」がテーマの写真コンテストを
行います！ 日常生活に溢れている「こ
れって平和？」をぜひ考えてみてくださ
い。結果発表と写真の展示はOIC Shop
で行います！ SNSから応募できるの
で、気軽に参加してみてください♪
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―さいごに
　仲間ができて、みんなでひとつのものを作り上げることがで
きるこのサークルに入って良かったって自分たちも思っていま
す。ハワイが好き、踊ることが好き、大学生活を充実させた
い！って人はぜひ入ってほしいです!!

　生でフラダンスを見ていると、まるで本当にハワイにいるか
のような気持ちになれました。皆さんもぜひこれからのイベン
トに足を運んでみては？meahulaの皆さん、ありがとうござ
いました！！
　

DEEPDEEP立命館
ディープな人

の

meahula
―何人所属していますか？

　4回生13人、3回生19人、2回生17人です。ほとんどみんな
初心者でした。

―今後の依頼出演の予定はいつですか？
　6月17日 に関西国際空港で行われる『LOVE HAWAII 
Collection 2018』というイベントで踊ります！ここにはプロ
からアマチュア、小さい子から社会人までいろいろなダンスの
チームが出演します。ハワイの雑貨屋さんや屋台、ワークショッ
プもあります。7月7日には阪急うめだ本店の祝祭広場でも、
そして8月10日に京都タワーホテルで開催されるイベント内で
も踊ります。

―大会はいつですか？
　8月の11日と12日にあって、それぞれが別の大会です。11
日は『カレッジフラコンペティション』というもので、横浜ロイ
ヤルパークホテルで開催されます。12日は『イオラニ・ルアヒ
ネ・フラ・フェスティバル』といい、これも横浜で開催される
ものです。

―サークルの活動内容について教えてください
　私たちは日本とハワイの懸け橋になることを目標に、日々頑
張っています。練習、依頼を頂いたイベントへの出演、大会（コ
ンペ）への出場が主な活動内容です。練習は毎週火曜日に全体
練習があり、講師の方に教えてもらっています。夏のコンペが
近づいてくる頃はコンペ用の練習も増えてきます。もちろん新
歓ランチや追いコンなどのイベントもあります！学祭では模擬
店も出しています。その後の打ち上げではドレスコードを決め
たり幹部交代式をしたり…。

イベント  　

6/17 『LOVE HAWAII Collection 2018』

 関西国際空港

7/7 阪急うめだ本店祝祭場

8/10 京都タワーホテル

大　　会  　
8/11 第7回カレッジフラコンペティション2018

8/12 第5回イオラニ・ルアヒネ・フラ・フェスティバル

―結構ハードですね
　イオラニは元々 11月にあったのですが8月になってしまい、
上旬は依頼とコンペでどたばたしてしまいます…。コンペに出
るのは3回生だけなので、その間他の学年は依頼に出演したり、
別行動になります。

―やりがいや苦悩はありますか？
　依頼先で「綺麗だった」って褒めてもらえるととっても嬉し
いし、やってよかったなって思います！来年も是非参加してく

ださい！と言っていただけたり…。
　幹部としてはまだ始めたばかりですが、人数が多いぶんまと
めるのが大変です。講師の方や依頼先の方との連絡など、事務
的な作業も結構大変ですが、このような作業を丁寧に行うこと

で本番の成功やみんなの笑顔に繋がると思うと、非常にやりが

いがあります。

Hawaiian Circle

　今年もいよいよ夏がやってきますね!!　夏といえば、陽気な音
楽に青い海、青い空、白い砂浜…。まさしくハワイですね!!　と
いうことで今回はHawaiian circle m

メ
ea
ア
h
フ
ul
ラ
aの会長・Hさん、

副会長・Mさんにお話を伺いました。今年の夏はフラダンスで
盛り上がりましょう！

今後の予定

左からMさん、Hさん

練習風景 イベントの様子（4月29日京都アバンティ）

イベントの様子（4月29日京都アバンティ） イベントの様子（4月29日京都アバンティ）

M .Mさん A . H さん

メ　　　　　 ア　　 　　　フ　　　　　　 ラ
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BIWAKO

YODOGAWAKOBE

　みなとこうべ海上花火大会は、昨年神戸港開港150周年

を記念して1万5000発の花火が打ち上げられました！	日

本三大夜景の一つである神戸の夜景と一緒に見る花火は絶

景です‼	特にカップルにオススメのスポットはヴィーナスブ

リッジです。普段デートで訪れる人も多い場所ですが、みな

とこうべ海上花火大会の時には超穴場スポットに変身するの

で、是非参考にしてみてください！（政策科学部2回生）

　なにわ淀川花火大会は、数ある関西の花火大会の中でも最

大級と言われています。そんな淀川花火の穴場スポットを二つ

紹介します。まずは、淀川河川公園周辺です。座ってゆっくり

見るためには最適な場所で、近くにイオンもあり買い出しにも

非常に便利です。二つめは阪急グランドビルの展望ロビーです。

ここは、花火と夜景の両方が楽しめるスポットで気になるあの

子といい雰囲気になれちゃうかも!?（総合心理学部2回生）

　びわ湖大花火大会は、大津駅の

近くで一万発が打ち上げられ、毎年

とても多くの人が夕方から場所取り

をしています。そんなびわ湖花火

のオススメスポットは、比叡山の山

頂です！　なんと、比叡山からはび

わ湖と花火を一望することが出来る

ので、花火がびわ湖に映る様子が

見られて、本当にキレイです！　夏

休みの思い出づくりにぜひ訪れてみ

てください!!（経営学部2回生）

花火大会
―――夏の風物詩、花火。

　今回は、知る人ぞ知る、

関西の有名花火大会のオス

スメスポットを紹介します!!
　夏も近づき、暑くなってきました。そこで今
回は夏を楽しむための特集！ 花火を見て、夏の
対策も万全！去年のみんなの夏も教えてもらっ
たのでそちらもぜひ参考に！ これを読めば今年
の夏を楽しめること間違いなしです！

リツナツ
撮影者 ＠o_rai6d 撮影者 ＠wasabitool

撮影者 ＠To_ya0416

ー今しかない立命生の夏ー
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頑張る皆さんを応援します 　

　浴衣は夏の特権！ だけど、着付け方が分からない人って結構多いと思うので、
ここでは男女別に過程を踏んで紹介します。綺麗に浴衣を着られるようにしっ
かり準備しましょう〜！

　いよいよやってきます、夏本番‼︎ 夏といえば、やっぱり海ですよね？ 海に行きたい！でもそんな時に気がかり
になるもの、それは身体ではないでしょうか？ 実際短期間でどれだけ痩せられるんだ⁉︎ と気になっているあなた
のために、RUC局員が2週間本気で頑張ってみました。

浴衣着付け教室

　どうでしたか？ 家で何度も練習して何も見ないで着れる

ように準備することをおすすめします。友達と着ていく場合

でも着せてあげられるとかっこいいですよね！

浴衣は夏にしか着ることが出来ないし、今までに着たことが

ない人もぜひこの機会に着てみてくださいね！　前のページ

で紹介した花火大会にも是非!! そしてたくさん写真を撮っ

て、大学生活のいい思い出にしちゃってください！

余っている帯で五角形を

作るように内側に折りま

す。整えてから背中のほ

うに帯を回します。

帯の中央で山を作り、山

ひだを作ります。最初に

出していた帯を中央に巻

きつけます。整えてから

帯を後ろに回します。

最初に半分に折ってない

ほうを上からかぶせて下

から引き抜きます。

羽根と呼ばれるものを

作っていきます。ひと巻き

目の羽根を約5から7cm

ずらしておきましょう。

余った方の帯を内側に折

り込みます。写真ぐらい

の長さは残しましょう。

垂れている帯を巻きだた

みします。だんだん帯の

長さを変えながらたたん

でいきます。

帯をくるくる巻いていき

ます。巻けるところまで

巻きましょう。

下に垂れている方の帯を

巻上げ、巻き終わりの帯

を下からくぐらせ、結び

目をクロスにしてひと結

びします。

帯を半分にして輪になっ

ている部分を下にして

30cmほど持ちます。

帯の手の部分を何センチ

か取り、肩に掛けておき

ます。折り目を下にして

ピンチで襟元を留めます。

女 の 子 編 男 の 子 編

本気で 本気のRUC局員による

2週間ダイエット
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AFTER

MEAL

TRANSITION 　　　　

　スタート時の写真がこちらで

す。こんなだらしない身体で水

着で着たくない！ こんなお腹

じゃ女の子も幻滅ですよね？ こ

こから二週間、運動、食事… あ

りとあらゆるところに気を使っ

てRUC局員頑張ってみました！ 

スタート時点は55Kg、ここか

らどのようになっていくのか乞

うご期待!!

　今回、ガチダイエットにチャレンジしてみて日々自分はドM

か！というくらい身体を、追い込んで頑張ってみました。それ

ぞれの筋肉の部位ごとに意識して鍛えました。

　なんということでしょう！ あ

のだらけきっていた身体がこんな

にも引き締まっているではありま

せんか！ ここまでの身体になっ

てくれたら女の子もドキドキし

ちゃいますよね？ 2週間とにか

く本気で頑張れば人はここまで変

われちゃうんです!! 読書ページで

も筋トレに関する本を紹介してい

るので要チェックですよ！

バナナ　
プロテイン

サラダチキン
サラダ　
モンスター　
ブドウ糖

プロテイン　
おにぎり

／3日目＼ ／7日目＼ ／10日目＼

➡ ➡

➡ ➡1日1000kcal以内

morning lunch dinner

50kg55kg

※毎日同じ部位は悪影響

リツナツ

リツナツ
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　借りるお金も手間も必要なし！	なかなか

お祭り以外で着ない浴衣をここで活用。ちな

みに、外国人からのウケ、ばっちりです。

　ここではなんと川下りができちゃいます！	

スリル満点で、しかもきれいな景色も見られ

ました。	自然の中で遊びたい人におすすめ！

　琵琶湖でBBQというなんとも夏らしい遊

び。食材は事前に買って持っていくスタイル

で、コンロや包丁などの調理器具は現地で借

りられました！	湖だからベタベタしないと

ころと、夜は手持ち花火もできちゃうところ

が良かったポイントです。

　ゆったり楽しみたいなら2泊3日がおすすめ！	

BBQ、カレー作り、鍋パ、水風船、自然散策、花火！	

伊吹山の頂上とメタセコイヤ並木ではインスタ映

えな写真がたくさん撮れる！

　とれとれヴィレッジ(宿泊施設)や夜の砂浜

はインスタ映え間違いなし！	アドベンチャー

ワールドにはたくさんの動物さんもいるから

癒しを求めて行ってみるのもいいかも♪

　2週間リゾート地で、昼夜食事付で週休１、

２日あり、そして友達がいっぱいできるとい

うなんとも楽しいバイト。普段のバイトと似

た仕事に配属されるっぽい。休みの日は軽井

沢とかに遊びに行けるよ！

My浴衣で京都旅

自然を満喫したいなら滋賀！

滋賀近江舞子で
BBQ 2泊3日！

奥伊吹で充実キャンプ

和歌山で
インスタ映えの旅

住み込みでリゾートバイト
in長野

費用 	0円（観光代別途要）

▲現地集合だと家から着ていかないと

いけないので、1人だと浮いちゃうか

も…？	だから私達は前日から泊まっ

て着付けし合って行きました！

費用 	約1万円
▲9月上旬でも夜は寒いからパーカー

を1枚持っていくといいかも。また、

虫が多かったので虫よけスプレーは必

須アイテムです！

費用 	1人3000円×10人
▲他府県に住んでると、滋賀県までの

交通費がわりと高かった…

費用 	約2万円
▲電車移動は大変だからレンタカーがおすすめ。

どこに行くにしても休館日には気を付けて！

時給 	1000円
▲早起きが超必須条件なので、苦手な

人には少しキツイかも…？

　もうすぐ待ちに待った夏休み。今年はどこに行こうか、何をしようか迷っ
ているそこのあなた！ 去年の立命生の夏休みを参考にしてみませんか？ か
かったお金や出かける上で気を付けたいことも聞いてみたので要チェック！

費用 	約1万7千円
▲車を使いすぎてガス欠になりかけた！	ガ

ソリンが少なくなってきたら即ガソスタへ！

夏みんなのリツナツ
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通常総代会第
92
回

　第92回総代会が5月26日に衣笠で開催され、今年もたくさんの総代に
参加してもらいました。年に一度開かれる総代会がどういったものなのか
今から紹介していきたいと思います！

　第92回総代会で次の方々が理事・監事として信任されました。同日、第1回理事会で役員互選も行わ

れましたので、合わせて組合員の皆さまにお知らせいたします。1年間どうぞよろしくお願いいたします。

＜理事 24名＞
理事長　	宇野木　洋（文学部教員）
副理事長	小沢　道紀（食マネジメント学部教員）
副理事長	佐藤　浩人（APU国際経営学部教員）
専務理事	酒井　克彦（その他　生協職員）
常務理事	佐藤　由紀（その他　生協職員）
常務理事	清水　正弘（その他　生協職員）
理事　　	木下　明浩（経営学部教員）
　　　　	藤本　将光（理工学部教員）

	 銭　　学鵬（APUアジア太平洋学部教員）
	 大藪　康成（管財課職員）
	 高儀　智和（情報理工学部事務室職員）
	 長田　勝　（衣笠学生オフィス職員）

＜監事 8名＞
黒田　学　（産業社会学部	教員）
中村　真悟（経営学部	教員）
桜井　稔也（衣笠キャンパス事務課職員）
鳥井　眞木（一貫教育課	職員）
橿原　孝典（経営学部	2回生）
小林　孝輔（産業社会学部	2回生）
藤江　泰誠（情報理工学部	2回生）
ケルビン	タン（APUアジア太平洋学部	2回生）

	 西川　展彦（共通教育課職員）
	 力丸　晃也（APUアドミッションオフィス職員）
	 上田　莉穂（法務研究科　院生）
	 八津谷陽香（スポーツ健康科学研究科	院生）
	 池永佳菜子（経済学部　2回生）
	 輿水　優志（産業社会学部	2回生）
	 谷村優貴乃（総合心理学部	2回生）
	 東本　武　（理工学部　2回生）
	 廣岡　璃久（総合心理学部	2回生）
	 森本　直樹（産業社会学部	2回生）
	 山内　宙　（経済学部2回生）
	 古谷　百江（APUアジア太平洋学部	2回生）

開会 ➡ 第一号議案※	➡	第二号議案※	➡	討議	➡	決議・採決	➡	役員選挙	➡	閉会
※第一号議案…昨年度の活動報告と決算報告の承認の議案のことをいいます。

※第二号議案…今年度の活動企画と予算報告の承認の議案のことをいいます。

●100円朝食でパンを食べたい
●食堂のトレー返却がいつも混ん
でいる

●170円のおかずの種類を増やし
てほしい

●レジ袋無しでエコ値引きをして
ほしい

●避難場所、経路をわかりやすく
書いてほしい

●就職活動に役立つ資格などがわ
からないのでもっと宣伝してほ
しい

●ユニオン二階のテーブルや椅子の高
さがあっていなくて不安定である

●ユニオン二階のコップのサイズをユニ
オン一階のように大きくしてほしい

●還元企画の宣伝を分かりやすく
してほしい

●ショップや食堂で低カロリーな
商品を販売してほしい

●教科書販売の場所を春セミと秋
セミで統一してほしい

●ICカードのチャージや、オンラ
インチャージの振込方法や受取
までのタイムラグについてをわ
かりやすくしてほしい

●食堂のテーブルと椅子が汚れて
いることがあるのでダスターを
置いて欲しい

●食堂のお茶を淹れる機械のス
ピードが遅い

●OIC	Meal	Shopの営業時間が
短い、補講日も営業してほしい

●OIC	 Shopの本のジャンルが
偏っている

●学外での資格講座と学内での講
座の料金比較などが欲しい

●教科書を購入する期間に教科書の
在庫が足りていないことがある

　　　　　　　　　　　　　　組合員が店舗の運営に参加できるコープクラブでは、COOP	clubメンバーと生協学生委員会

がお店や商品について出た意見を基に意見を出し合い、新たな企画や店舗の改善を行なっています。各キャンパスによって活

動内容が異なるので、Twitterやポスターをチェックしてみてください！

生協ってどういうもの？ 総代って何するの？

総代交流会で出た意見

総代会での発言、意見は理事会回答もあわせて生協HPにアップする予定です。

総代会って
なにー？

じゃあ私も参加で
きるんだね！参加
したかったなぁ。

総代会のほかにも組合
員が生協の運営に参加
できるものがあるよ！

例えば、ひとことカードに生協に
対する要望を書くのも運営参加に
なるし、コープクラブっていう食
堂などのメニューをみんなで考え
る企画も生協の運営に参加できる
企画の一つだよ。

よし、僕が
説明するプン！

総代会は、一年に一度開かれる生協の意思決定
のための最高議決機関だよ。簡単にいうと、昨
年一年間、生協が何をおこなってきたかの報告、
そして今年一年間、生協が何をするかを決める
大切な会議のことなんだ！総代会は、組合員が
生協に対して意見を言える場所だから、組合員

なら総代会に参加す
ることができるよ。

1

3

2

4

当日の
流れ

衣
笠

B
K
C

O
I
C

わかった！
確認してみる！

　皆さんは生協の仕組みを知っています

か？生協は「生活協同組合」の略称で、出資

者・利用者・運営者から構成されていま

す。生協では自分たちの生活をより良いも

のにするために、一人ひとりが出資金を出

し合って組合員になり、お店では組合員価

格で利用し、意見や要望は店舗の運営に反

映させます。立命館生協では組合員の願い

を実現させるために、総代会や一言カード

を用いて今後の改善を行っています。

　組合員の代表として、生協に意見を伝える人。任期は1年です。

総代の役割は主に3つです。一つ目は総代勉強会と総代交流会と

いうものに出て総代として活動できるように知識をつけたり、他

の総代と交流を深めてもらったりします。二つ目が、総代会に出

席することです。組合員の代表として、総代会で意見を伝えても

らい理事会からの議案の議決をしてもらいます。また、新役員の

選出も行います。三つ目が、生協の活動や取り組みに対して意見

してもらい企画運営に携わってもらいます。生協学生委員と共同

で組合員から出た意見に合った企画を考えます。これらが総代の

役割です。

当日の会場って
こんな感じなんだ！

2018年度　立命館生協理事・監事のお知らせ

コープクラブとは？

新役員
決まりました！

1110



田舎体験ツアー (5/19)
　5/19（土）京都市右京区京北地域で

組合員参加型の春の田舎体験ツアーを

開催しました。京北野菜を使っての調

理実習や地域の方との勉強会を行い、

京北を知る有意義な1日となりまし

た。5/28～のフェアでは食堂や購買

で京北の旬の味を皆さんにお届けし、

自然豊かな京北にふれてもらうことが

できました。

下宿生交流会 (4/4・5)
　今回の下宿生交流会では、ゲーム

やクイズ、パワーポイントを通して

下宿生活をより楽しく学んでもらい、

とても充実したものになりました。

なかでも防災防犯のパワーポイント

では、普段知ることのできない情報

を提供できました。さらに、下宿生

同士が仲良くなり、安心して一人暮

らしができる情報を知ってもらうこ

とができました。

キャリナビ
〜キャリアを学べて友達ゲット〜 (4/4)
　今年から行ったキャリナビという企

画は、一回生のうちから在学中の大ま

かな計画を立てて欲しいという願いを

込めて行いました。特に重きを置いた

のは、実際に上回生をお呼びして自身

の体験談を話してもらった分人会で

す。資格・インターン・大学院・教職・

部活動の項目で活動している先輩にお

話しして頂きました！

記したネット上の地図「安心安全マッ

プ」の紹介、共済の加入確認や給付申

請方法の説明を行いました。

Ritsツアー (4/23・25)
　新入生にBKC内の生協店舗を知って

もらうためにクイズを交えて巡っても

らいました。また、ベーカリーのパン、

企画限定でミニサイズにしたC-Cube

のパフェ・ドリームクロスカフェのク

レープを試食してもらいました。パフェ

の試食ではメニューにないトッピング

を楽しんでもらいました。参加者に考

えてもらったクレープのメニューは実

際にいくつかを販売する予定です。

下宿生全員集合ー!! (4/3・5)
　下宿生全員集合ー！！では、大学に

入って初めてひとり暮らしをする新入生

の下宿生を対象に、南草津周辺の重要施

設を学生目線から紹介したり、ひとり暮

らしをするうえで欠かせない防災、環境

の情報も伝えました。また、排水口に髪

が詰まるなど、下宿生活で直面する問題

への対処法もク

イズ形式で新入

生に学んでもら

いました。

春の自転車無料点検会 
(5/18・21・25)
　プロの整備士の方に自転車の点検

をしてもらうことで整備不良を無く

し、自転車事故を減らすための企画で

す！他にも飲酒ゴーグルを使用した飲

酒運転による危

険性の啓発や交

通ルールクイズ、

事故多発場所を

Pickup立命生 (4/8)
　ピックアップ立命生は大学生活4年

間の指針を立てることをサポートする

企画でした。まず大学生活は無限の可

能性があることを感じてもらいまし

た。そして就職、教職、ボランティア、

留学の各ブースに分かれて先輩の経験

談などを聞いてもらい、最後に4年間

のビジョン立てをしてもらいました。

金の糸 (4/24)
　就職活動を始める前に自分はどん

な人間なのかを知る、、、そんな企画

が人生すごろく「金の糸」です！日本

キャリア開発協会協力のもと、小学

校の頃まで遡って、今まで自分がずっ

と大切にしてきていること、自分な

りの「金の糸」をみんなで探しまし

た！自分の知らない一面も知ること

が出来ました！

焼き立てパン考案企画
（1/5~19、4/6~20）
　至徳館購買部で新しく販売するパン

を、組合員の声をもとに作ろうという

企画です。集まった案をもとにパンを

作り、ランキング投票を行なった後、

上位のものは定番パンに採用されるか

も？！	販売予定は7月頃。お楽しみに！

知っ得防災 (5/31)
　5/31に知っ得防災を開催しまし

た。今回は、北区の消防署の方にご

協力をしていただいたおかげで、起

震車体験や煙中体験などの様々な体

験を組合員の方にしてもらい、防災

意識を高めてもらえるものとなりま

した。クイズなどもあり、楽しみな

がら防災について学んでもらい、と

ても盛り上がりました。

下宿生交流会 (4/6)
　4月6日に下宿生同士の交流ができる「下宿生交流会」が行

われました。内容は、先輩から下宿生活に対する必要な知識

やアドバイスを聞いたり、新入生同士で色々なゲームをして

交流しました！　その後は、仲良くなった班のみんなで学校

周辺を散策して、ご飯を食べに行きました。みんなの笑顔が

見ることができてよかったです‼

ステップアップセミナー (3/19・4/23)
　新入生のためのステップアップセミナーは「能動的になる」

をテーマに全2日程開催し、1日程目は講師のお話を聞いて

大学生活の計画を立ててもらい、2日程目ではその計画の振

り返りと再計画を行いました！	さらに、分人会方式で留学

や資格などの大学生活を充実させるためのテーマについて学

生目線で話し合うこともでき、新入生に満足してもらうこと

ができました！

衣 笠

　ここでは新学期が始まってからの3キャンパス別の生協学
生委員会の活動を紹介します！新学期ということもあり重荷
新入生向けの活動をしてきました。多くの方にご参加して
いただきありがとうございました。裏表紙にはこれからの企
画の予告をまとめているのでみなさん是非ご参加ください！

BKC活動報告

O I C

新入生向けの
企画を多く

行っていたプン！
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47.2%
性格

お金 0％
一緒にいて楽かどうか 0.8%

14.4%
ルックス

その他 2.4%

35.2%
価値観

週に1,2回 5.6%

71.2%
毎日

今だからこそ
手紙または直接 2.4％

2週間に1回 1.6％
月1回 0%

その他 6.4%

12.8%
週に3,4回

60%
毎日

今だからこそ
手紙または直接 4.5％

月1回 1.8%

8.1%
週に1，2回

2週間に1回 
0.9%

その他 7.2%

17.2%
週に3，4回

37.2%

あえて
好意を伝える
ような態度

その他 4.5％

あえてのツンツン♡ 
6.3%

14.5%

好意を悟られない
ような態度

近づきたいけど
近づけない 
9%

28.1%

他の人となんら
変わらない態度

57.6%

似合って
いれば
オッケー!

8%

何とも思わない、
服に興味がない

その他 0.8%

33.6%

もっと服に
興味を持って
ほしい

40.8%

自分以外の
仲良し男女
グループで泊まり 

自分以外の仲良し
男女グループで遊ぶ 
5.3%

特になし 2.1%
その他 
1.4%

異性と
2人きりで
泊まり

31.5%

異性と
2人きりで遊ぶ

18.6% 週に1，2回
27.2%

28.1%
週に3,4回

30%
毎日

2週間に1回 
6.3％

月1回 4.5% あえて逢わない 2.7%
その他 0.9%

毎日 
24% 34.4%

週に3，4回

33.6%
週に1，2回

2週間に1回 
3.2％

月1回 1.6% あえて逢わない 1.6%
その他 1.6%

自分以外の仲良し
男女グループで遊ぶ 
4.8%

44%

自分以外の
仲良し男女
グループで泊まり 

特になし 1.7%
その他 
1.7%

異性と
2人きりで
泊まり

32%

異性と
2人きりで遊ぶ

15.5%

34.5%

洋食で簡単なもの
（オムライスなど）

17.2%

和食で簡単に
作れるもの
（みそ汁など）

洋食で手の
込んだもの 

18.1%

和食で手の
込んだもの
（肉じゃがなど）

15.4%

14.5%
その他

本音。235人に
聞いた！

　好きな女性にとる態度は若干ではありますが、あえて好意を伝える人が多いですね。

つまり、あなたがもしかして...と思う人はあなたに気があるかも？作ってもらいたい料

理はグラフでは簡単な洋食が妥当ですかね。その他でもでていましたが、男性は手料理

ならなんでも喜ぶので、好き嫌いだけは知っておきましょう！

　男性で最も重視するものは性格と価値観が圧倒的ですね。ファッションに関しては似

合っていればオッケーが多いので、性格がよく、価値観を理解しあえ、服が最低限似合っ

ていれば確実に付き合えますね！グラフ上では...しかし、性格や価値観は短期ではどう

にもならないので、とりあえず服装を確認しましょう。

らないので、勇気を出して好きな人に聞いてみてその人に合わせるほうがいいか

もしれませんね。好きな人にされて嫌なことは、男女共に別の異性と2人きりに

なると嫌だと思う人が圧倒的に増えますね。その他でもでていましたが、異性が

絡むとちょっと嫌だな...と思う人が多いので、知っておきましょう！

　好きな人とのラインの頻度は男女共に毎日という人が圧倒的！やっぱり好きな人

とは連絡を取っておきたいですよね。好きな人とどのくらいの頻度で逢いたいかで

は、男性は毎日、女性は週に3、4回という回答が若干ではありますが多いですね。

ただ、毎日、週に3、4回、週に1、2回という回答をした人の割合は、あまり変わ

女子➡男子への質問男子➡女子への質問

好きな女性にどんな
態度をとりますか？

男性を見るとき
最も重視するものは？

好きな人にされて
嫌なことは何ですか？

どのくらいの頻度で好きな
人に逢いたいですか？

好きな女性に作ってもらう
料理は何がいいですか？

好きな人との
LINEの頻度は？

好きな人とのLINEの
頻度は？

あまりファッションに興味の
ない男性、どう思う？

どのくらいの頻度で好き
な人に逢いたいですか？

生協学生委員会調査

好きな人にされて
嫌なことは何ですか？

の立命生

11 2

11

2

23 32

　みなさんが気になる大学生の恋愛事情♡ 好きな
人に聞きたい、でも聞けない...というようなこと
はありませんか？そこでRUC夏号では、235人(男
性110人、女性125人)に定番の質問からちょっ
と聞きにくい質問まで答えていただき、立命館大
学生の恋愛事情について掘り下げてみました！！

女子 男子

〜大学生の恋愛編〜
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　だんだんと暑い日が多くなるこの時期、夏バ
テ気味の方も多いのではないでしょうか。今回、
RUC局員三名がそれぞれ一冊ずつお薦めする
作品を紹介します。この機会にぜひお気に入り
の本を見つけてください！

● 熱中症での入院
● バイト先や旅先でのケガの通院・入院
● 帰省中の下宿先の家財盗難　
etc.

１．長時間、留守の可能性が高い家

２．手間をかけずに侵入できる家

３．周囲に気づかれずに侵入できる家

１．窓と扉は必ず施錠する

２．補助錠や防犯フィルムなどで侵入しにくい環境をつくる

３．住所が特定できるものと鍵を一緒に持ち歩かない

４．鍵番号を他人に見られない

学生総合共済

必見！！

夏休み中のケガや病気も給付申請できます！

　夏になり、長期休暇の予定を立てる人も多いのではないでしょうか？下宿生は帰省する際、長期
で家を空けることになってしまうかもしれませんが、防犯対策はちゃんとできていますか？今回は、
簡単に下宿先でできる防犯対策についてご紹介します！

今日からあなたも
読書デビュー

筋トレは必ず人生を
成功に導く
著者：Testosterone

未必のマクベス
著者：早瀬 耕

変える何かを紹介してくれる本です。

　例えば、モテたいとか、もっと自分

に自信がほしいとか、悩んだりクヨク

ヨしたりとか、さまざまな悩みはあり

ませんか？	そんな悩みは筋トレで解決

できるんです！	少し無理矢理な感じが

しますが、筋の通った文で納得させら

れます。	また、この本を読み終えたら

なぜか筋トレがしたくなります！	気に

なった方はぜひ読んでみてください！

このフレーズに惹かれて、私は店

頭でこの本を手に取りました。シェ

イクスピアの4大悲劇の1つである

マクベスが基になっています！

主人公である中井優一はある日、

会社のある事件に巻き込まれ、自分

か近々死ぬことを知ります。物語が

進んでいくに連れ、彼自身だけでな

く、同僚・恋人と、様々な人の運命

が狂っていきます。

この話は、香港やバンコクなどの東

南アジアが舞台とされていて、世界観

が受け入れやすいです。また、読み始

めると続きが気になってしまいます。

最後まで展開がよめない、僕と初

恋の彼女の究極の恋愛小説であり、

犯罪小説。ぜひ、読んでみてください。

この本は筋肉ムキムキのマッチョ社

長が、筋トレを通して学んだ人生をも

　生協の各書籍カウンターでは、
大学生の読書を応援するため、読
書マラソンのランナーを募集して
います！ 読書マラソンでは、書
籍カウンターでエントリー手続き
を行い、一冊読むたびにコメント
を書いて書籍カウンターに提出し
ます。そして、カード1枚ごとに
スタンプを押します。このスタン
プがたまると生協書籍で使える
割引券等に交換します！ 「今年は
本を読むぞ！」という挑戦者のエ
ントリーをお待ちしています！

衣 笠 BKC O I C

夏休み中の病気や事故で
も給付申請ができるんだ
ね！まずは生協の組合員
センターに相談だ！

一つでも当てはまること
があるひとは要注意！！
自分には関係ないと思っ
てるそこのあなた、もう
一回対策の基本をおさら
いしましょう！

防犯対策をしよう！～空き巣編～

空き巣が標的にする家の特徴

防犯対策の基本

東京喰種
著者：石田スイ

内臓を移植され、「半喰種」となってし

まいます。この漫画では、人間と喰種

が日々争いあうなかで、二つの世界を

知るカネキの苦悩と葛藤が描かれてい

ます。また、個性豊かなたくさんのキャ

ラクターが出てくるところも見どころ

です。アニメ化、実写映画化もされて

おり、とても読み応えのある漫画です。

続編の『東京喰種：Re』も是非読んで

みてください！

この漫画の舞台は、人の姿をしなが

らも人を喰らう怪人「喰種（グール）」

が住む東京です。主人公であるカネキ

は、ある事件をきっかけにその喰種の

読書マラソン
エントリー
募集中！

初恋の人の名前を、検索したことがありますか？

OICセンター （OIC shop内）BKCセンター （リンクショップ内）衣笠センター （志学館地下）
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APU　CO-OP報告今月の
私も ひ と こ と

　ひとことカードとは、組合員の皆さんの“これがほしい‼”や“こんなのがあったらいいな“と
思うリクエストに応えるために生まれたカードです。投函されたひとことカードは実際にお店
で検討された後、コメントが添えられ貼りだされます。あなたのひとことでお店の棚にNEWア
イテムが並ぶかもしれません！さらに商品だけではなく、生協店舗改善についてのリクエスト
も募集しています！ぜひ、この機会に皆さんのひとことでよりよい生協店舗にしてみませんか？

　APUは皆さんご存知の通り、キャンパス人口の約半数が国際学生。学内にいるだけでグローバルな体験ができるキャ
ンパスですが、海外から受け入れるばかりではありません！APUの国内学生もたくさん、そして世界のあちこちに出か
けています。というわけで、今回は生協の学生理事を務めてくれていたC.Yさんから、スイスの留学生活のお便りです。

レシピ確かに気になりますよね！！ひとことカードのこんな質

問でも職員さんが丁寧に答えてくれます。

立命館大学には在学生なら無料で使えるジムがありますね。空

きコマなど使って使用する人が多いようです。生協では立命

ジャージなら販売してます！

店員さんは学生アルバイトの方もいますよ。バイトの募集につ

いては各生協店舗の掲示板をごらんください。

★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
★OIC Shop入口

衣 笠

衣 笠

BKC

BKC

O IC

O I C
利用のしかた

❶ ひとことカードの置いている場所からカードを取る。

❷ 要望などを記入し、カード置き場の場所付近の箱に投函。

❸ 後日、お店からの返事が掲示されていることを確認。

ひとことカードの場所

Grüezi! 2月からスイスに留学中のAPU国際経営学部の
Yです！留学生活にも少しずつ慣れてきたところです。とこ
ろで、皆さんは「スイスの生活」を想像できますか？私はハ
イジののんびりとした生活を想像していましたが現実はだい
ぶ違いました…。物価が高い！そして、時間に厳しい！ (厳
しすぎる！ )言い出せばキリがないカルチャーショックです
が、もちろんいいところはもっとあります！チューリッヒか
ら電車1本でアルプスまで行けるので、ハイジの生活はい
つでも満喫できます！そしてなんといってもチーズとチョコ

レート！黒板ほどの大きさの商品棚を埋め尽くす種類の多さ
とおいしさは「スイスの生活」の醍醐味です！皆さんがよく
知っているフォンデュやラクレットもスイス料理ですよ！現
在はセメスターの中間地点で、グループワークとレポートに
追われる日々ですが、毎日元気
に頑張っていきたいと思いま
す！それでは、皆さんも勉強も
仕事も遊びも頑張ってくださ
い！Danke schön!

2017年度　第11回理事会
2018年4月12日（木） 
18時30分～20時15分 
出席理事18名　出席監事5名

»主な報告事項
　各組織活動、決算状況などが報告されました。特に新学期活動
については説明会等の取り組みのほか事業数値も報告されました。

»主な審議事項
　総代会に向け、議案の内容について意見交換を行いました。そ
の他の理事候補について役員推薦委員会より提案があり、候補者
が承認されました。

2017年度　第12回理事会
2018年5月10日（木） 
18時32分～20時10分 
出席理事18名　出席監事8名

»主な報告事項
　各キャンパスの4月の利用状況や傾向について報告されました。

»主な審議事項
　総代会提案の議案について最終の確認を行い、承認しました。

理 事 会 報 告

＊2017年度の理事会は以上です。5月26日（土）の第92回総代会で次期
理事メンバーが選出され、第1回の理事会を開催、理事長ほか役員の互選
が行われました（11ページに理事・監事名一覧等掲載しています）。理事の
任期は1年間です。どうぞよろしくお願いいたします。
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