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DEEPDEEP立命館
ディープな人

の

今回の「立命館のディープな人」は、飛行機研究会RAPTから代
表を務める岡本さんを中心に、設計の荒木さん、パイロットの
古谷さんにお話を聞きました！

　私たち飛行機研究会RAPTはBKCの学生で結成された、鳥人間コンテス
ト出場と好記録の達成を目指す鳥人間団体です。鳥人間コンテストとは、
毎年夏に琵琶湖で開催される国内最大の人力飛行機大会です。人力飛行機
を製作するという「ものづくり」団体ですが、理工学部だけでなく情報理工
学部や生命科学部、経済学部など様々な学部生で構成されています。具体
的に機体製作は、9月頃から設計・製作を開始し、12月に強度試験、翌年
3月末に機体完成、5月から試験飛行をするという流れで行われ、一体感
や達成感を得られる活動がほとんどです。鳥人間コンテストで好記録を残
せるように、みんな真剣に、そして楽しく活動しています。

　新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、活動を自粛しているときはオンラインで飛行機設計の勉強会や効率的な製作方法の考案な
どを行っていました。本来ならば、活動しながら考えていく部分ですが、一度立ち止まって設計や製作について熟考することができた
ことで、飛行機の精度向上につながったと考えています。対面での活動許可をいただいた後は、実際に飛行機の製作に励んでいます。
設計や製作方法の考案はオンライン上でも可能ですが、製作となると対面での活動が必要不可欠です。スケジュールの遅れをどのよう
にすれば取り戻せるのか、機体の精度をどのように向上させていくのかなどみんなで考えながら活動することは、団結力を高めるきっ
かけとなりました。

飛行機研究会 RAPT
　活動内容

　RAPTに入ってくる部員の入部理由は、鳥人間コンテストに出てみたいということ以外は、人それぞ
れです。ここでは代表の私の入ったきっかけを話したいと思います。私は数理科学科に所属していま
す。数理科では数学の理論を中心に講義が展開されるため、せっかく理工学部に所属しているなら「も
のづくり」など工学的な分野に触れてみたいという思いをきっかけにRAPTへの入部を決めました。多
数あるものづくり団体の中でRAPTを選んだ理由は、先輩からものづくりの経験がなくても大丈夫と
いう言葉をかけていただいたからです。実際、現役部員のほとんどが工学的な経験がない部員で構成
されています。だからこそ、先輩から教えてもらったり、同期同士で話し合ったりとみんなで飛行機
を作る過程で、時には真剣に、時にはアットホームな空間がRAPTの魅力だと考えています。（岡本）

　サークルに入ったきっかけ

　皆さんがよくテレビの鳥人間コンテストで目にする機体は，製作だけでなく試験飛行での機体の細かい調整を含めると約1年かけて製作
されています。現在は滑空場の飛び切り（※1）をするなど，機体とパイロットのレベルは着実に上がっており、鳥人間コンテストにおいて大幅
な記録更新を目標としています。2019年度鳥人間コンテストで機体を送り出したあのプラットフォームに戻れるよう一層精進してまいり
ます。部員一丸となって製作した機体が琵琶湖で飛べるよう応援よろしくお願いします。出場できた際は、ぜひ琵琶湖に見に来てください！ 

　鳥人間コンテストに向けて

　みんなで一つの飛行機を設計・製作し、鳥人間コンテストを目指すことは、大学生と
いう今だからこそ出来ることだと思っています。製作の方向性で衝突したり、作業の合
間の会話盛り上がったり、団結して困難を乗り越えたりしながら一年かけて完成させた
飛行機が飛び上がった瞬間は本当に感動します！鳥人間コンテストに興味があるという
だけでなく、仲間と大きな達成感を得たい、ものづくりがしたいという理由で部員になっ
た人もいっぱいいるので、ぜひ興味のある人は入ってみて欲しいと思います。

　ひとこと

　コロナ禍での活動

　RAPT26期パイロットの古谷です。鳥人間パイロットのトレーニングはき
ついですが、記録が上がった時には達成感を感じることができます。また鳥
人間パイロットは、チームの全員で制作した人力飛行機で実際に飛行するこ
とができます。このことは僕たちにとって大きなモチベーションになります。
RAPTはこれまで鳥人間コンテストで大きな結果を残せていません。近い将来
に後輩パイロットが素晴らしい結果を残すことを期待しています。（古谷）

　全体設計は機体全体の設計だけでなく、TF（テストフライト）と呼ばれる
試験飛行や機体の強度試験の指揮なども行っています。鳥人間コンテスト
ではパイロットと違って個人で目立つことは少ないですが、自分が設計し
たかっこいい機体がテレビに映るという点でとても魅力があります。人力
飛行機の設計において、“どのようにすれば効率よく飛ぶ機体ができるか”、
という答えが一つではない問題を考えることにやりがいを感じます。（荒木）

　やりがい
パイロット

全体設計

写真提供：岡本さんRAPTの皆さん、ありがとうございました!!

※１ 飛び切り…後ろから力を加えるなどをせず、プロペラの回転から生まれた推進力のみで飛び立つこと。
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コープンくん

一回生の皆さんが入学してから、早いものでもう夏になってしまいました。食費の節約に悩
んでいたり、自炊した方が体にも財布にも良いのは分かっているのになかなか自炊に取り組
めなかったりしている組合員の人たちも多いのではないでしょうか。また、 飲食バイトの賄
いを食べる機会が減ってしまって苦労している下宿生がたくさんいらっしゃると思います。
さらにさらに、夏を目前にダイエットや体作りに精を出す人も多いのではないでしょうか！
そこで今回は下宿生の方々が実際に作っている節約レシピやお手軽レシピ、ちょっと意外な
レシピまでをご紹介したいと思います！ ぜひぜひみなさんの食生活にお役立てください!!

 理想の
１人暮らし! 編

私たちが調査して参りました !

１人暮らし始めたけど
実際生活どんな感じなの？

節約って、どうしてる？

健康的な食生活してみたい！

そんなアナタにお届け !

1 回の調理で多めに作っておき、 余ったものは冷凍
しておくことで次の日や疲れている日には料理をし
なくてもいいようにしているのも工夫の一つです！

理工学部２回生
とっしーくん

～生活スケジュール～ アルバイト・サークル

毎日課題やレポートなどの量が
違うので、1 日 1～ 3 時間は勉
強するようにしています！

夜はご飯を作って、まったりし
たり、終わっていない課題に
時間を使ったりしています。

～節約を頑張る理由～

立命生に聞いてみました!

１人暮らしのリアル

健康 !?
節約!?

自分はお金を貯めるっていうより、欲しいも
のとかのためにっていう部分が大きいです。
ただ漠然と節約するよりは、この服買うため
に、 という具体的な金額を目標に掲げるだけ
で節約が捗るし、 家計簿をつけるのも節約に
つながります！

節約
１人暮らしでここには気をつけて！

1人暮らしだと全てのことを自分の自由に決めら
れるので自分で律することが出来ないとどこまで
もだらけてしまうのでそこは気を付けないといけ
ません…

1人暮らしでだらけてしまうことで、 財布のひも
が緩くなってしまいついつい無駄遣いをしてし
まったり生活習慣が乱れることは良くないですよ。

節約
QOL

勉強

就寝

1：00

起床 大学到着 帰宅 夕飯

9：30 10：30 17：00 22：00

お金の使い方・生活習慣

自由であること
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自炊と言えばオムライスでしょ、 的な感覚で買ったけど全然減らない 
ケチャップを減らしたくて作ったら、美味しくてハマってしまいました…。

経営学部3回生　トミー

もうすぐ夏、 夏と言えば海やプール!! それだけに限らず、 肌を見せる機会が増えるので
嫌でもスタイルを意識しないといけないですよね…
なのでこのコーナーでは、自分の体を追い込むストイック飯について紹介していこう
と思います。また、体作りには欠かせない筋トレについても触れていきます。ずっと
家にこもったままでは体に良くないので軽い運動でもしてみてはいかがでしょうか。

1 日１部位を
集中的にすべし

寝たい時間の
２時間前にするべし

水はすきあらば
飲むべし

節約×ヘルシー×時短
詳しくは次のページへ！

俺の最強メシ

俺の親子丼

僕は那須川天心さんの体に憧れて筋トレを始めました。初めはつらい
ことが多いものの、 成果が目で見て分かるのはモチベーションになる
し、日々の生活にも張りが出るので楽しくやれています！

政策科学部２回生
ふじのしん

腕の日は腕、肩の日は肩などその日ごとに鍛える部位を決めて徹
底的に行う、というのを全身で繰り返してやっています。

寝たい時間の2～ 3時間前に筋トレをすることで、体の疲れがちょうど
いいタイミングで寝ることができ、朝もすっきり起きることができます!!

Q. １人暮らしで大変なことは？

1人暮らしをして料理を自炊することで栄養バランスが良かったり、
タンパク質など多く取りたい栄養素の調整ができるのはいいことなの
ですが、 周りの友達からの外食の誘いなどさまざまな誘惑がいろいろ
なところに転がっているので気を付けないといけません（笑）。

低カロリー高タンパクな鶏肉は欠かせません。時
間をかけずに作ることが出来る親子丼はトレーニ
ング後にささっと作れておすすめです!!

時短! 健康! カン
  タン!

少しストイックな学生編

ここからは具体的な料理のレシピを紹介していきます！ 時短レシピで手早く作れ
て節約もできてしまう、自炊をうまくこなすことが出来ればあなたも一人前の料
理人です！ この機会に自炊に取り組んで、料理もできちゃう大学生になればあの
子もあなたにメロメロ!?

親子丼がオススメ！
❶  ささみにフォークで穴を空けて600Wのレンジで3
分温める

❷  醤油大さじ２、 酢大さじ２、 砂糖大さじ1、 水大さじ
3、 ごま油大さじ1/2、 しょうがチューブ1cmを混ぜ
たタレをかける

冷やし中華のようなさっぱりとした味わいで、夏にぴっ
たりのメニューとなっております！

❶ 鶏モモ肉をフライパンで焼き、その間に醤油、砂糖、
鶏ガラスープ、みりんを混ぜておく

❷ フライパンで１のタレと玉ねぎを炒める

❸ 鶏モモを入れ、卵でとじて完成!!

卵を入れるとき、二回に分けて入れるのがコツ！ 一回
目の卵にはタレの味がしっかりしみこみ、二回目の卵
がふわふわな状態がベスト！

このステップ
だけ！

１人暮らしこそ健康的に !

俺の筋トレルーティーン

インタビュー
コーナー

カンタンメニュー ヘルシー節約メニュー

節約食生活節約食生活

鶏のササミ中華風がオススメ！

それおいしいの…!?のコーナーえ!

❶ 冷蔵庫に余っている野菜
と肉を一口サイズに切る 
（キャベツ、 鶏肉はおすすめ）

❷ 油を引いたフライパンで
炒め、ケチャップで味付
けをする

お好みでオイスターソースを入れても美味しいです!!

俺流ポイント
その１

俺流ポイント
その２

俺流ポイント
その３
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第95回  通常総代会

第95回通常総代会が5月22日に開催され、今年
は例年と違って対面とZOOMのハイブリッド型
で行われました。総代会は年に一度開かれますが、
総代会がどういうものなのかを紹介していきま
す！また、今年度の総代会ではどのような議案が
提案されどのように議論したのかということもあ
わせて紹介します！

理事24名
●加國　尚志（理事長・文学部教員）
●小沢　道紀（ 副理事長・ 

食マネジメト学部教員）
●佐藤　浩人（ 副理事長・ 

APU国際経学部教員）
●清水　聡行（理工学部教員）
●須藤　智徳（APUアジア太平洋学部教員）
●近藤　宏一（経済学部教員）
●尾崎　雅尚（教学部経済学部事務室）
●西川　展彦（教学部共通教育課）
●大藪　康成（総務部BKC地域連携課）
●名和　拓哉（総合企画部広報課）
●三輪　仁志（APUアドミッションオフィス）

●大橋　俊仁（理工学部 ２回生）
●内山　航（理工学部 ２回生）
●福田　凌一朗（ 食マネジメント学部 ２回生）
●石倉　朋果（産業社会学部 ２回生）
●浅生　遥（産業社会学部 ２回生）
●大鎌　慈斗（産業社会学部 ２回生）
●横山　友一朗（政策科学部 2回生）
●ZUNG Heon je（政策科学部 ２回生）
●沼田　野愛（APU国際経営学部 ４回生）
●宮原　悟（理工学部 M2）
●酒井　克彦（立命館生協専務理事）
●佐藤　由紀（立命館生協常務理事）
●風折　昌樹（立命館生協常務理事）

議案紹介

　2020年度の重点方針より、昨年度大学内では
レジ袋の削減を呼びかけていました。その結果、
2020年度レジ袋の使用率が4%と2018年度の
42%から大きく削減されました。また、キャンパ
スの食環境・新常態の確立のために、（1）食堂利用
における6つのルールの呼びかけ（2）全食堂にて飛
沫防止パネルの設置を行いました。

　第二号議案とは次年度1年間の方針のことです。
今年度は昨年度に引き続き新型コロナによる影響が
継続することが予想され、「つながり」や「学び」と
いった点が重点テーマとなりました。これらの課題
実現のために、昨年度にも様々なとりくみが行われ
てきましたが、2021年度も同様に様々なサポート
を行っていく提案がされました。また、SDGsのと
りくみとしては水筒の持参が呼び掛けられました。

　第１号議案 　第２号議案

総代会での討議

2021年度 立命館生協理事・監事のお知らせ
第95回通常総代会では次の方々が理事・監事として任命されました。同日、第１回理事会で役員互選も行われましたので、あわせて
組合員の皆様にお知らせいたします。１年間どうぞよろしくお願いします。

衣　笠 O I C B K C
食堂を利用の際、現在はお茶が有料だが、

少し高いと感じている。100円ほどではあ

るが、食べ物と一緒になると500円を超

えてしまうので値段を少し下げていただき

たい。もしくは、サイズの小さい飲みきり

サイズのお茶を用意していただきたい。そ

れだと安く抑えることができるのではない

か。

＜ 回 答 ＞
ご意見ありがとうございます。給茶、給水
のサービスは、給茶・給水時の密回避と
混雑緩和を目的に取りやめました。その際
に急に飲み物がなくなるのも…と販売を
始めたという経過ですので、食堂に関して
は必ずしもペット飲料を購入して欲しいと
いう考えではありません。この機会にマイ
ボトルの持参などご検討いただけたら大
変ありがたいです。

生協組合員カードには生協関連施設等で

使用できる電子マネー機能が搭載されて

いるが、学生証と一体化できないか。現

在、学生証と生協カードを使い分けしな

ければならず、とても不便である。一体

化することで、利用者の省力化や支払い

時のカード間違いによる混雑緩和が期待

できる。実際に一体化をすでに行ってい

る大学もあるので、検討してほしい。

＜ 回 答 ＞
ご指摘の通り現在の生協カードのあり方
については、利便性の観点から変更して
いく必要があると考えています。ご提案
いただいている学生証との一体化ではな
く、現在のICカード型から、スマホで
表示する方式への変更を検討しており、
具体的内容が確定いたしましたらお知ら
せをしていきます。

他にも多くのご意見をいただきました。

詳しくはホームページでご確認ください

監事７名
●黒田　学（産業社会学部教員）
●鄭　雅英（経済学部教員）
●鳥井　眞木（一貫教育課）
●桜井　稔也（衣笠地域連携課）
●米村　南音（理工学部 ２回生）
●柴田　優菜（文学部 ２回生）
●中谷　太紀（政策科学部 ２回生）

大学生協WEB資格講座の存在やたくさん

の講座を受けることができるということは

知っていて受講したいと思う一方で、どの

講座を受けるべきか判断することが難し

い。そのため講座選択に役立つ情報がもう

少しあるとうれしい。パソコンスキル講座

のスタッフをしているが、オンラインでは

うまく教えるのが難しいと感じている。そ

のためもし希望者がいれば追加で対面での

講座を開くことができるとよいと思った。

＜ 回 答 ＞
貴重なご意見をありがとうございます。
講座選択の判断材料となるガイダンスを
検討してみたいと思います。ガイダンス
で提供を希望する情報内容を是非教えて
いただけないでしょうか。また、パソコ
ンスキル講座の開催形態についてのご提
案は、講座スタッフのふりかえりの中で
も是非ご提案いただければと思います。
今後の追加講座や、来年度の講座の計画
に活かしていければと思います。
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例えば、人間関係、就職
活動、勉強についての不
安など。近年はコロナ禍
によるストレスも増えて
いるよ

4 月

共済局からのお便り

★給付事例について

こころの病

3 月
コロナ禍でもケガや
病気は多いんだね！

ヘルスアドバイザー、専門医、メンタルヘルスの
専門家に24時間365日いつでも相談できます。
からだの相談、こころの相談、くらしの相談など
不安なことはなんでも相談してくださいね♪
※ 詳しくは共済+保険ハンドブックをご覧いただくかご所
属のキャンパスの給付申請窓口まで

オンライン授業中心でキャンパスに来る機会が少なくても、生きている限りケガや病気のリスクはついて回ります。ケガにつ
いては自宅での自主トレーニング中やアルバイト中、課外活動中など、学外でのケガが多く発生しており、全体での給付件数
はコロナ以前と大きく変わっていません。

●衣笠　衣笠センター (志学館地下)
●BKC　BKCセンター (リンクショップ内)
●OIC　OICセンター (OIC shop内)

たすけあい アンケート

　毎月立命館生協のTwitterで
は、給付事例について配信して
います。学生目線のコメントも
あり、安全安心な大学生活の参
考になると思います！ぜひ見て
みてください。

急性ストレス障害
共済金額
入院11日　110,000円
　コロナのストレス、留年、就職活動などのストレス
[入院中に困ったこと]
　コロナで面会ができなかった

自転車無料点検

立命館生協公式 Twitter

ritscoopで
検索!!

スポーツ事故

父母扶養者死亡３件

自転車５件
原付バイク７件

車両・その他３件
日常生活中の
事故５件

こころの
早期対応保障
９件

本人死亡１件

病気 49件
47件

父母扶養者死亡３件

自転車事故６件
原付バイク７件
車両・その他１件

病気
42件33件

スポーツ事故

日常
生活中の
事故９件

こころの
早期対応保障
２件

精神疾患による入院や、こころの早期対応保障での
給付も増えています。20年度のこころの早期対応保
障の給付件数は、19年度のおよそ3倍でした。制度
が認知されてきたことや、長引くコロナ禍でのストレ
スも原因になっていると考えられ、本年はさらに件数
が増える可能性があります。
＊こころの早期対応保障は、精神疾患の診療を受けたときに、
１万円の共済金が下りる保障です（１共済期間中に1回のみ）。

　これは2019年秋に行われた自転車無料点検会についてです。正門前
で行われました。今年も開催予定です。コロナの影響でどうなるかは分
かりませんが、開催された場合はぜひ参加してください!! 雨天中止です！
　自転車は毎日乗らなくても日常点検が重要です！ 無料点検をしてもらう
だけでなく、自分でも点検ができるようになりましょう！
　交通ルールを守って自転車に乗ることができていますか？ イヤホンをつ
けたまま自転車に乗る。お酒を飲んだ後に自転車に乗る。これらはすべて
違反行為です。2019年秋の点検会ではヘッドホンを付けた際の危険性の
体験や、飲酒ゴーグルを用いた体験を行いました。
　右の写真は安全マップです。安全マップは警察の方に聞いた危険な箇所
に加え、参加者にも危険だと思う場所を聞いて、地図にシールを貼りました！ 

給付申請窓口

困った
ときは

学生生活無料健康相談テレホン

扁桃周囲膿瘍
共済金額
入院7日 70,000円　手術１回 50,000円 合計120,000円
[メッセージ]
　自分が学生のうちに入院するとは全く思っていなかった
し、入院にかかった費用を知って大変驚きました。万が一
のために加入していて本当に良かったです。

急性化膿性虫垂炎
共済金額
入院12日 120,000円　手術1回 50,000円 合計170,000円
[メッセージ]
　私自身、急な発症・入院で、学生生活や人生において何
が起こるか分からないなと思いました。支えてくれている
全国の方々やこの制度に感謝です。もしものことがあった
際にはぜひ有効利用してほしいなと思います。

　ケガや病気で入院された方の実際のアンケート
の中からいくつか紹介します！
今一度、自分の健康について考えてみてください！

　自転車無料点検会では無料で自転車の点検をして
もらうことができるよ！ 自転車で通学している人は
この機会を逃さずにぜひ愛車を点検してもらおう！

うつ
共済金額
入院10日 100,000円
　学校内の人間関係で登校ができなくなり、心が苦しく
なって食事もできなくなった。
[メッセージ]
　共済に加入しており、共済金を受け取ることができて良
かったです。自分には「こころの病」など無関係だと思っ
ていましたが、いつ、どこで、こころが病むかわからない
です。だから、他人事だと思わないでこころが病んでしまっ
たらすぐに病院へ行って治療してもらってください。また、
共済金を受け取って治療に専念してほしいです。
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