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─ いつから野球をされていますか
小学校1年生の時からです。今年で野球生活14年目です。

─ 練習日とオフの日の時間の使い方について教えてください
その時々によりますが基本的に毎日練習か試合があります。

授業がある時期は、平日1限がある日は5:00前に起きて、5:30

から7:40くらいまである早朝練習に出ます。なので1限はとて

も眠いです。野球部の練習は朝、昼、夜と3回ありどれかに出

ればよいので、朝練に出たら昼と夜の練習は出なくてよくなり

ます。なので午後は学校のジムでトレーニングをしたり、バイ

トに行ったり、野球部の友だちやバイト仲間と遊んだりできま

す。立命館大学硬式野球部はわりと授業やバイトを調整しやす

いと思います。

野球部の中ではバイトをしている方で、バイターと呼ばれて

います。だいたい週2のペースで月に10日くらい働いています。

稼いだお金は野球道具やプロテインに使って、残りを遊びで少

し使っています。

─ 髪型に規則はありますか
染めたらダメで、みんな黒髪で統一されています。実は今坊

主になったあとなんですが、強制されたのではなく試合前で坊

主にしました。坊主にしなければならないルールはありません。

もしできるなら、髪の毛を伸ばして染めてパーマを当てて、イ

メチェンしてみたいです。

─ 寮生活について教えてください
野球部の寮は衣笠キャンパスからバイクで20分ほどの所にあ

ります。部屋は先輩と2人部屋で、1・2回生と3・4回生のど

ちらかが一緒になります。やはり寮生活では仲良くするのがカ

ギです。食堂に入る時や廊下で先輩とすれ違った時はあいさ

つします。ですが基本的に自由に生活できますよ。バイトも

できますしね。

寮の食堂は普段は朝と夜にごはんを出してくれますし、夏

休みのような長期休暇中だと三食出してくれます。とてもお

いしいです。

─ 食生活で気を付けていることはありますか
間食はあまりしないようにしています。生協食堂のレシー

トに書いてある3郡点数法の点数とカロリーは必ず確認して

います。赤は目安の点数の倍以上は食べますし、緑はできる

だけ1点に近づくように気を付けています。黄はいつもLサイ

ズのライスを食べるので余裕で越えます。10点以上あると思

います。Lサイズを注文しないと生協食堂の店員さんに心配さ

れてしまいます。

好きなメニューはローストチキンなのですが、ダッカルビ

の豚野菜炒めが食品のバランスが良いのでそれがある時は絶

対に注文しています。

─ モットーはなんですか
『影の努力』です。人がやっていないときにやることで差を

つけようと思っています。例えばオフの日など周りが絶対に

練習しない日に練習する、といったことです。

─ 今までで印象的だった試合はなんですか
自分は高2からピッチャーをしていました。自分のせいで

甲子園に行けなかった試合があって、それは今でも心に残っ

ています。

少し前にあった京都トーナメントという大会も心に残るも

のでした。タイブレークという、引き分けで勝敗が決まらな

いときに決着をつけるためのルールがあって、その時ピッ

チャーとして出ました。ですがサヨナラ負けしてしまいまし

た。自分が投げて負けてしまったんです。次のリーグ戦に向

けて気持ちの面での反省材料ですね。

最近だと、今年の春のリーグ戦での関大戦が一番印象に残っ

ています。その時の試合で156キロという自己最速の記録を

打ち出しました。この試合で結果が出たことによって、今ま

で目標を立てながら準備してきたことが正しかったんだと証

明されたように思います。

─ ライバル大学同志社に一言
同志社の野球部はバッティングが良いというイメージで、

実際に結構打っているなと思います。

立同戦ともなると向こうも本気を出して気合が入ってきま

す。春に立同戦があったのですが、その時ヒットを2本打た

れているんです。自分は投球をバットに当てさせるのも嫌な

んですよ。立同戦で投げたら当てさせないくらい練習するつ

もりなので、次はバットに当てさせません。

─ 目標としている選手は誰ですか
三振をとりまくっている則本選手や松井選手です。その人

たちのようないつでも三振をとれるピッチャーが目標です。

─ 野球部の中にプロ志望の人は多いですか
野球部の中でもプロ志望の人は限られていると思います。

どちらかというと就職する人の方が多いです。就職といって

も、一般企業に普通に就職するのか、はたまた社会人野球を

しながら野球をするのか、という選択があります。

─ 将来の夢を教えてください
自分は将来、プロ野球選手になるためにこの大学に来まし

た。福岡出身なので球団はホークスがいいです。ドラフト会

議は毎年秋ごろにあるのですが、4回生になったらプロ志望届

を出したいと思っています。今はまだメジャーはあまり見て

いません。やはり、プロ野球です。ですが今はまだ実力が足

りないので、まずは関西でダントツになりそこから全国に行

きたいです。これからもっと力をつけていきます。

～はじめに～

「立命館のディープな人」ということで、私たちと同じ大

学に通う学生の有名人をみなさんに紹介したいと思います。

今回は立命館大学硬式野球部所属の、現在大学野球界注目投

手、K.F さんにインタビューを行いました。立命館大学硬式

野球部のグラウンドの近くにある寮に訪問し、日常生活やプ

ライベートな話まで取材させていただきました。緊張してい

た私たちに優しく対応してくださり、とても楽しい時間を過

ごすことができました。やはり体育会のスポーツマンは、頼

もしいなぁと感じた一日でした。

立 同 戦

わかさ 
スタジアム
22日、23日は13:30開始
1勝1敗の場合
24日も行われます。

応援しよう！
10/22
23
24

立命館大学　硬式野球部
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女子のみなさん! いつも行ってるデートは

100%楽しめていますか??今回は各キャンパ

スの男子がデートプランを考えてデートスポッ

トを1人でまわりました! 他キャンパスの女子

が厳しめにチェックし、コメントを入れている

のでぜひそれも参考に完璧なデートプランを考

えてみてください!

女子が辛口評価

中崎町には、お手頃な値段の古着からブ
ランド古着まで幅広い価格帯の商品を扱
うお店がたくさんあります。また、現在
大学生の間で古着はブームになっていま
す!きっと欲しい服が見つかるので、い
ろいろな古着のお店を巡って自分のお気
に入りのお店を探してみてください!!

まずは錦市場で食
べ歩き～。錦市場は
京都で有名な観光
地 の 一 つ。 外 国 の
方もたくさんいまし
た。アーケードがあ
るので雨が降っても
安心。市場なので飲
食店はもちろん女の子の好きそうな雑貨屋さんもありました。
ふらっと気になるお店に入ったりしながらゆったりお散歩デー
ト。食べ歩きで食べやすいものがたくさんあるので二人で別の
ものを買ってちょっとずつ食べたらきっと楽しい…はず。

ロープウェイを上がるとびわ湖テラス。ロープウェ
イは日本最速で、支柱を通る時には浮遊感を味わ
えます。また、ロープウェイから見えるびわ湖も
綺麗です。琵琶湖テラスの恋人の聖地は、上から
見るとハートの形になります。

お店の名前は、書肆ア
ラビク。外観は昭和レトロ風

で中崎町のイメージにマッチしているお店です! 店
内にはたくさんの本や作品が置いてあります。メ
ニューは定番メニューとアレンジメニューがあり、
アレンジメニューにはお酒が使われているものも
あるため、いつもとは違うカフェが楽しめそうです。

13時なのでご飯
なのか分からな
い! お昼ごはん
であるならもっ
としっかり食べ
たいです!

相手の服の好み
とか知れて良さ
そうだけど古着
に興味ない人も
多そう。

食べるの好きだ
か ら 楽 し そ う。
季節的にも食べ
歩きはちょうど
いい! 

13:00 14:00 14:30

パン屋

古着屋

錦市場

琵琶湖テラス

カフェ

天気によっては、
景色が綺麗に見え
ないことが ある! 
ロープウェイの値
段が高いので、金
欠には厳しい!

雰囲気良いし、メ
ニューにもこだ
わってておいしそ
う!行ってみたい!

巡り

大
阪

京都

滋賀

BKC

OIC

衣笠

!!

男子必見

!?

妄想デート
スポット

志賀駅で降りてから軽くパンを食べまし
た。クルミパンは中がもっちりでクルミの
サクサク感がマッチしていてとてもおいし
かったです。値段もお手頃で大きいので少
しおなかが減った時にピッタリです!

京都らしくちょっと大人っぽいデート

コースでゆったりデート。女の子と

の距離を縮められるよう頑張ります!

この日のための準備も万端!気持ちも
バッチリ!あとはデートを成功させて、彼女をメロメロにするだけ!

やっぱりデートにカフェは外せません! 

自分はスイーツが大好きなので、スイー

ツ女子とのデートは楽しませてみせます!
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テイクアウトできるカフェでアイスコー
ヒーとロイヤルオレンジを注文しました。
メニューの種類はとても豊富でした。さら
にどのメニューもカラフルでオシャレなの
でインスタ映えすること間違いなしです。

お店の名前はことりの実。小さな雑貨屋さ
んですが、ピアスやネックレス、ヘアゴム
など可愛らしい小物がたくさんあります。
女性は見ているだけでも楽しいですよね!
彼女に似合うアクセサリーを一緒に探して
みてはいかがですか。きっと良いものが見
つかるのではないでしょうか。

京都のデートといえば鴨川! ここでちょっ
と休憩。彼女がいたらおしゃべりしたり写
真撮ったりするんだろうなぁ…。小説や歌
の歌詞にも出てくるほど等間隔でカップル
が座っている光景は有名です。この等間隔、
論文の題材にもなってるみたいなので気に
なる人は研究してもおもしろいかも?

少し小腹がすいてきたのでモナカアイスを食べま
した。中のバニラアイスが濃厚でモナカはサクサ
クでとてもおいしかったです。見渡した景色も開
放感があり綺麗なので一層おいしく感じました!

お店の名前はUmetatsu。落ち着いた雰囲気の半
個室で他のお客さんを気にしなくて良いので二人
の時間を満喫できます! 50種類を超える様々な梅
酒があるので大人のデートには持ってこいですね。
場所も阪急梅田駅のすぐ近くなので食事後も家に
帰りやすいので◎ イタリアンですが、お値段もそ
こまで高くなくお手頃なのでお勧めです!

デートの締めくくりは美術館へ。今年オープンの
新しい美術館です。京都らしい建物で中には日本
庭園やカフェスペースもあり、静かでゆっくり時間
が過ごせました。日本庭園には和傘が置いてあっ
て写真の時に使うと雰囲気が出ました。撮影可能
の作品もありましたよ～ ! 

インスタ映えするって
言っているわりには注
文しているメニューが
ちょっと地味なんじゃ
ないかなと思います。

女の子は見ている
だけでも楽しい。
似 合 う ア ク セ サ
リー選んでほしい!

カップルとい
えば鴨川。で
も 30 分 短 く
ない? 

ジュースから冷たい
もの続き??冷たい
ものに飽きそう!夜
ご飯はなしで解散??
結局しっかりしたご
飯食べてない!

15:30 17:00
今回はびわ湖バレイを訪れました。志賀駅からは

シャトルバスが出ており、交通のアクセスはよかっ

たです。デート日はあいにくの曇り模様でした。

ロープウェイで上に登るときに少

しずつ景色が白くなっていく

のが残念でした。しかし、

上に着いてからときおり雲

の間から見える景色がと

ても綺麗でした。

最近、女の子の間ではインスタ映えが一番という

風潮が強いので今回のデートプランは、フォトジェ

ニックなカフェやスイーツのお店を選び

ました。カフェもイタリアンも雰囲

気がとても良いお店でとてもデー

トにおすすめです。失敗するケー

スもあると思うので、友達と下調

べしてから彼女を連れていくのが

良いかもしれません。

理想のデートプランで回るのは楽しかったけど

寂しかったです(笑) 河原町・祇園周辺を回っ

たので風景も京都らしいところが多く、よかっ

たなと思いました。女子の気持

ちを考えながらデートプ

ランをつくるのは大変

でした。やっぱり女

子のことを理解す

るのは難しい!!

ジュースで休憩

イタリアン

美術館

雑貨屋

鴨川

夜ご飯も一緒に食
べれて嬉しい。値
段もそこまで高く
ないのにリッチ感
あって良い!

美術館ってあまり
行く機会ないから
良い!京都っぽい
美術館でステキ。

デートでもしっ
かりご飯食べる

べし!

色々なデートの
パターンを�

�

考えておくべし
!

彼女を考えて�
�

ときどき休憩入
れるべし!

1

2

3

教 訓

相手の興味のあることを� �事前に聞いておくべし!

男性側も楽しめるデートにすべし!
インスタ映えを狙うべし!

1

2
3

教 訓

錦市場は余裕を
もっておくべし

。

鴨川はゆっくり
過ごすべし。

美術館は�
�

芸術の心を持っ
た人が行くべし

。

1
2

3

教 訓

モナカアイス
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ありがとう

36年間おつかれさま!!

本当に多くの人たちが存地の壁にメッセージを書き

残してくれました!	中には村川店長に対する感謝の

メッセージもみうけられました。特に「美味しかった」

や「リニューアルが楽しみ」などのコメントが多く、

これからの存地に期待されていることがわかりまし

た。これからも存地の味は新たに導入される設備と

ともにさらに美味しくなって続いていくので存地の

利用を楽しんでいってください!	たくさんのご利用、

心よりお待ちしています!

「ありがとう存食」 の企画で

はたくさんの人が食堂の壁

に感謝のメッセージを書いて

くれたんだね!多くの人が書

いてくれていたみたいに、 ボ

クも新しい存地が楽しみ!!

みなさん知っての通り、改修工事で存
心地下食堂が新しく生まれ変わります!
食堂が美しくなることはもちろん、ホー
ルはより広くなり、座席数も増え、さ
らには新たな設備も加わるため、ます
ます皆さんから愛される“存地”に生ま
れ変わること間違いなし! そんな新し
い“存地”の情報をまとめて紹介します!

と同時に…11/27 OPEN
全国うまいものフェア開催

立命館生活協同組合
存心館食堂  店長
村川 康雄さん

存地のリニューアル情報や、これからの運営に関するインタビューをお願いしました!

まず存地に関することで一番の出来事は、存地を利用してくれた人たちがたくさんメッ

セージを書き残してくれたことです。卒業生も来てくれて30数年この食堂が続いたと

いう歴史があって色々な人が利用してくれていたという実感が湧いて嬉しかったです!

運営に関してはお客さんに温かいご飯を食べてもらいたく、厨房もしっかりメンテナ

ンスされるので、それに対応する機械が入ってくるので適温で快適に食べて欲しいで

す。席数も増えるのでより多くのお客さんが利用してくれることを願っています!

ホットショーケース
魚や副菜などが、あったかい状態で
食べられるようになります!温かい
食事をしたい方は存地へ!

自動冷水機
口は2つあるが遅い!?混雑が予想さ
れるがOICに追いつくためには必須
の設備!

サイネージ
メニューが電子掲示板上に表示され
るようになります!メニューを見る
のが一段と楽しく!?

存地

速報
!!

必見
!!

安くておいしい
最高の食堂でした!
ありがとう!

ありがとう存地!
卒業しても
また来るよ!

生まれ変わった存地
楽しみにてます!
これからもよろしく!

村川さん
LOVE♥

落ち着いた空気が
良かったです。
リニューアル楽しみ!

THANK YOU ZONCHI

存 心 館 地 下 食 堂

新しくなって帰ってくる!!
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よく使うカメラアプリは？Q

スマートフォンのケースの種類は   なんですか？Q

携帯会社はどこですか？Q

auのCMがすごく人気ですよね。しかし1位がdocomo
なんて驚きです。とはいっても、私もdocomoを使って
いるので一概にはCMでお客さんが取れるわけではない
のですね。私のイメージですが、docomoは他の携帯会
社より印象が弱く、これといった特典がない気がします。
なので、なぜdocomoが1位なのか気になりますね。

最近は、大学でも自宅で
もどこに行くにもスマート
フォンを持っていきます。
その時に手が滑ったり、寝
落ちしたりなどで画面にヒ
ビが入る事はだれにでも
あ りま す。300 名 中 15%
の46名の人は画面が割れ
ているという結果が出まし
た。強化ガラスを貼るなど
の対策で未然に防ぐことが
できるといいですね。

一番多かったのが2年だったのには納得です。私も2年で買い
換えてしまいます。iPhoneを使っている人が多いと思いますが、
iPhoneは2年近くになると支障が出てくる気がします。周りの
人たちからも、充電の減りが早いなどの声をよく聞きます。しか
し、本体価格が高いので買い換えるのもなかなか厳しいですね。

スマートフォンの買い換えの
頻度はどのくらいですか？Q

スマートフォンの画面は
割れていますか？Q

その他
…9%

docomo
40%

au
27%

Softbank
24%

70%

23% 2年
それ以上

半年…5% 1年…2%

85%
割れていない

割れている
15%

春号からはじまった立命生の本音も大好評で第3弾となりま
した。今回は3キャンパス合わせて300名の人に事前にアンケー
トに答えていただきました。参加してくださったみなさんありが
とうございました。第3弾はみなさんが毎日触れているであろう、
スマートフォンについての本音です。みなさんの予想はどうで
しょうか?もしかするとみなさんが使っているものが実は少数派
のレアなものかもしれませんね! ではその結果をご覧ください。
 文責 : 2回生  あかね

今知っておきたい‼

立命生の本音。スマ
ート

フォ
ン編

ギガ数の上限はどのくらいですか？Q

38%

36%

11GB以上

6～10GB

1～5GB
24%

なし…2%

学生の一番の天敵といえばやはり、通信制限ではないでしょうか?なので、「今月はど
れくらい残っているか」などギガ数を気にする人は多いと思います。
一番多いのは38%の113名で11GB以上です。6～10GBの人は、 36%の109名でした!
上位は僅差でした。そして、なんと上限なしの人は6人いました! いつでもどこでも動
画見放題ですね。

スマートフォンで一番使うアプリと言えばやはり、カメラなのではないでしょう
か。一番多いのはB612で37%の109名でした。今ではインストールしていな
い方はいないのではないでしょうか。純正カメラは33%の99人でした。純正
カメラは今では画質も良く、多くの機能がありますね。3番目はsnowで22%
でした! 今やSNSの写真は顔はほとんどが動物になっていますね!

Twitter派ですか？
Instagram派ですか？Q

%37
B612Snow

22%

Camera360
…8%

33%
純正カメラ

53%
Twitter

40%
Instagram

使わない
…7%

44%
全体カバー

手帳

33%

サイド
…8%

つけていない
…13%

その他…2%
全体を守るタイプだと、最近アイ
フェイスというブランドのケースを
多くの人が持っているイメージがあ
ります。また、手帳型もいつも身に
つけたいICカードなどを入れること
ができます。学生だと定期券や学生
証、生協カードも毎日必要なので、
手帳型はとても便利です。

「 ケ ー ス を 付 け て い な
い」が意外に多かったの
は驚きました。ですが、
iPhoneなどはiPhone自
体がカッコイイので結局
はケースを外して使って
しまうという意見も聞い
たことがあります。

今回は身近な存在であるスマートフォンについての本音でした。アンケート結果は
予想とは違うことも多くてアンケートを作成した私たち自身もとてもワクワクしまし
た。アンケートに参加してくださったみなさん本当にありがとうございました。次は
みなさんからどんな本音を聞き出しましょうか!! あなたが聞いてみたい本音を挟み込
みのアンケートでお寄せください。では次回の立命生の本音ページでお会いしましょう!

最近ではインスタ映えなどの言葉をよく耳にします。なので、
Instagramを使う人の方が多いと予想していたのですが、予想とは反
対で、Twitterの勝利でした。しかし、そこまで大きな差は見られま
せんでした。この記事を読んでいる人の中には毎日ストーリーを更新
してる人、いるのではないですか??
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学生総合共済
夏休みが終わり、秋が到来しました!!

この時期は後期の授業が始まり、通学のため自転車やバイ

クを使う人が増えますよね!そこで今回はこの時期に気をつ

けるべき「交通事故」の実際の給付事例を紹介します。

共済加入・給付申請のご相談・申し込みはコチラ

衣笠センター （ 志学館地下）

BKCセンター （ リンクショップ内）

OICセンター （ OIC shop内）

コープショップカウンター

衣笠

BKC

OIC

APU

LADIES

MENS

Su
m

m
er

花柄ガウン

秋感＋

ビッグT

生協学生委員会考案！夏物の着回し術を紹介します。夏に流行っ
たあのアイテムを秋にも着こなせたなら、あなたもきっとオシャ
レさんに。完全に衣替えする前に夏服の着回し術をぜひ参考に
してみてください！

通学中にて①

◦ 入院日数   6日 60,000円
◦ 通院日数   4日 8,000円
 68,000円

自転車で通学の際、左から直進して来た自動車
にはねられ、肋骨を骨折。

通学中にて②

◦ 通院日数   90日 180,000円

原付で登校中、後方から来た自動車と接触し、
右足関節内骨折。

バイクの場合

◦ 通院日数   64日 128,000円
◦ 固定算定日数   8日 16,000円
 144,000円

バイクで運転中、右折してきた対向車と衝突し、
全身打撲、捻挫。

学生総合共済とは、加入者から
掛金を集め、万が一のことが起
こった時に、掛金の中から給付
するという「たすけあい」で成り
立っているものです。これは、
学生組合員全員が加入できる生
命共済と自宅外学生組合員が加
入できる火災共済に分かれてお
り、それぞれ学生にとって充実
した保障をします。特に通学中
やスポーツ中の事故が非常に多
いため、自転車やバイクに乗る
人、大学でスポーツをする人は、
自分自身のリスクを最小限にす
るためにも、学生総合共済（生命
共済）への加入をおすすめしま
す。また、加入・相談をしたい
方は本ページ下記に表記されて
いる、生協の窓口まで是非足を
運んでみてください。詳しくは
学生総合共済パンフレットをご
覧ください。

学生総合共済
とは

夏に大活躍したビッグ
Tも中にロングTをレイ
ヤードして、靴下をプラ
スすると秋の装いに‼

夏に流行った花柄ガウンも
肌見せを減らして、秋らし
いハイネックとベレー帽で
一気に秋らしく‼

item

item

A
u

t
u

m
n

寒くなるとつけたくなる

ファー小物。これだけでぐ

んっと秋コーデに!

秋を代表するこの三色、定

番だけどやっぱりかわいい!

これらの色を取り入れるだ

けで簡単に秋コーデに。
いつものスニーカーと変えるだけでオシャレ感も秋感もあがる優れもの。

ボ
ー
ダ
ー
＆

ソ
ッ
ク
ス

ハ
イ
ネ
ッ
ク
＆
ス
キ
ニ
ー

着回し術

その衣替えちょっと待った
！

秋服への
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喜

哀
怒

楽

秋といえば、皆さんは何を思い浮かべますか?秋刀魚や栗を始めとする食欲の秋、運動会や文化
祭といった秋の行事などのスポーツの秋や芸術の秋を思い浮かべる人も多いと思います。しかし、
秋は過ごしやすい季節であり最も読書することに適した季節と言われています。まさに読書の秋! 
そこで、秋にオススメしたい本を喜怒哀楽にそって紹介していきます。

 博士の愛した数式 小川洋子　新潮文庫

 命を分けたきみと、人生最後の夢をみる  
 ウェルザード（原作）／小倉祐也（作画）　集英社 少年ジャンプ＋

 出版禁止 長江俊和　新潮文庫

 古見さんはコミュ症です。  
 オダトモヒト　小学館 少年サンデーコミックス

読書企画
生協学生
委員会の

家政婦である「私」が派遣された先は、80分しか記憶が持たない元数

学者「博士」の家だった。数学にしか関心を持たない博士に困惑する「私」

だった。ある日私に10歳の息子がいることを知った「博士」は、息子

のことをかわいそうに思い、次の日から息子を連れてくるように言っ

た。そうして、連れてきた息子を√と名付け三人の日々は暖かいもの

に変わっていった。

信号無視をしてきたトラックにはねられ死んでしまった窪塚美奈(くぼつかみな)と

川村大夢(かわむらひろむ)は、二人を導くべく現れた天使の力によって、二人のど

ちらかが生きるはずだった余命一年を分け合い生き返った。しかし、天使は生き返

る条件として二人は一日に一度会わなければならず、幸せを感じる度に余命が消費

されていくというものだった…。

カリスマ・ドキュメンタリー作家の「心中事件」心中の相手は妻ではなく不倫

中の女であり、結果女だけが生き残った。「心中」の一部が撮られたビデオだ

けが残り、殺害をはじめとする様々な憶測が飛び交う中、女は取材に応じず、

七年が経った。一人のルポライターが彼女の取材に成功し記事を書き上げた。

タイトル「カミュの刺客」しかし、このルポは掲載されることなく封印された。

一体なぜ…このルポに隠された真実が明かされる時、あなたは戦慄する。

伝説のカルト番組「放送禁止」創造者が書いた小説。

寡黙で美人な古見硝子(こみしょうこ)。なんと彼女は、人前に

出ると石のように固まってしまう極度のコミュ症だった。そん

な古見さんと友達になった主人公との日常生活を描く痛快ギャ

グストーリー。

読 書 の 秋 を 堪 能 し よ う

生協学生委員会では、本に親しんでもらえるようにこのような読書企画を開催しています! 皆さんも自分に合った一冊を探して
読書を始めてみてはいかがでしょうか? ビブリオバトルの次回開催は10月中旬です。ぜひ参加してみてください! ビブリオバトル
はちょっとハードルが高いな、という人はブックカフェから参加してみてください! 次回は衣笠10月12日（木）、BKC10月26日（木）、
OIC10月24日（火）に開催予定です! 詳しくは生協HP、各書籍店フロアで!! ･･･とは言っても何から読んだらいいか分からないです
よね? そんな皆さん、次ページでオススメの本を紹介しています。本が好きで読書をよくする人もそうでない人も、要チェック!!

立命生のみなさん! 秋といえばもちろん、読書の秋ですよね? ということで、生
協学生委員会では読書企画としてビブリオバトルとブックカフェを開催しました。

今回はOICの読書企画の様子を紹介します！

今回のブックカフェには、政策科学部1回

生、経営学部3回生、総合心理学部1回

生が1人ずつ、2回生が3人参加してくれまし

た。高校までは本を読んでいたけど、大学生

になってから本を読むことが少なくなった人

が多いため、本の話をして本の良さを思い出

してもらい、読書率を向上することを目的に

この企画を行っています。

ブックカフェでは、多くの小説や漫画などの話が

おしゃべり感覚でできるため、とてもリラックス

して会話ができます。また、本の話ばかりではなく、

話が脱線することもしばしばあるので、本につい

てあまり詳しくない方でも気軽に参加することが

できます。少しでも興味がある方はぜひ参加して

みてください!

ビブリオバトル

ブックカフェ

僕のオススメ本は、スタンダールの

「恋愛観」です。この本は恋愛を

構造化して7段階に分けて人間の心境

の変化が書いてあるのですが、そもそも

何のためにこのような本が書かれたの

でしょうか?　その理由は、女性の気持

ちが分からず上手くいかない恋愛を何

度も経験していたスタンダールが、改め

て「恋愛」について考えて、女心を理解

しようとしたからです。女心って難しい

し、簡単には分からないものですよね。

恋愛で行き詰まって悩みを抱えている

方の手助けになる本だと思います!

私のオススメ本は、「組織の不条理」（菊

澤研宗）です。第二次世界大戦で日

本が敗れたのは皆さんもご存じかと思い

ますが、なぜ日本軍が失敗したのかは知っ

ていますか?　今となっては考えにくいこ

とですが、当時の日本軍は優秀なリーダー

の後を盲目的についていくという選択を

しました。結果的にそれが敗因の1つに

なるわけですが、この失敗から何を学ぶ

かが大切だと私は思います。この本のす

べてを紹介することは出来ないので、組

織のトップに立ちたいと考えている人に

は一度読んでほしいです!

総合心理学部　2回生

経営学部　1回生 政策科学部　3回生

6月29日にビブリオバトルが開催されました。ビブリオバトルとは自分のオススメ本を紹介し、一番読みたくなった本に
投票し勝敗を決めるものです。今回繰り広げられた熱い闘いの一部を振り返っていきましょう!

7月13日、OICでブックカフェが行わ
れました。ブックカフェとは、お菓子や飲
み物を囲みながら、好きな本やおすすめ
の本をお互いに紹介したり、その作品や
作者の良さを話し合ったりする企画です。
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オー
プンキャンパス生協学生委員会 活動の 報告編

衣 笠 BKC O I C

ランチボックス
夏の体調管理の方法を見直
すきっかけにしてもらうた
め、旬の野菜を用いたお弁
当を販売しました。その際
にはお弁当の中に入ってい
る食材の効能や、共済の給付申請を促す内容を記載した
フライヤーをお渡しました。

Style Up Project
6月の2日間を通して管
理栄養士さんに大学へ来
て頂き、食についての相
談会を実施しました。そ
の他にも体組成や血管年
齢を測るブースを設け、
食や健康について考える
ことができました。

夏祭り
夏祭りでは各生協店舗で
フェアやレシートラリー、ユ
ニコの抽選会を行い、さらに
学生委員会が冷やしきゅう

りとフルーツポンチの屋台を出店しました。組合員の方々
に還元することができる企画でした。みなさん夏を感じ
ることはできたでしょうか?

ビブリオバトル
ビブリオバトルでは、参加者がお薦め
の本を持ち寄り3分間で本の紹介を行
いました。参加者と観客の間で質疑応
答も行い、最後にはどの本が一番読み
たくなったか観客に投票してもらって、
チャンプ本を決定しました。

健康チェック
毎度おなじみのこの企
画 !今回は新しく食育
SATを草津市役所の職
員さんと協力して行いま
した。皆さん楽しめたでしょうか?大学生活の始まりととも
に大きく変わった私生活が本当に健康なのかを見直すきっ
かけになったのであれば幸いです!

まなぼうさい
6月20日に噴水前でまなぼう
さいを行いました。皆さんは日
頃から地震が起こったときに
備えて、防災グッズなどを準備
していますか?自分の周りでは
地震は起きないと言い切るこ

とは出来ないですよ。皆さんも秋にも行われるこの企画に
参加して防災について学びましょう!

青空書店
リンクショップで書籍を
10%引きで販売しているこ
と知っていましたか?意外
と知られていないこの事実
を伝えるために始めたこの企画。2回目の今回はユニオン
ショップ前で26冊もの本を販売することができました!

C-Cube冷やしパイン企画
夏を感じられる商品を届けた
いという思いからC-Cubeで
冷やしパインを販売しました。
1日80本の限定販売だったた
めに購入できなかった人が出
るほどの反響でした!冷やしパ

インは売っていませんが、C-Cubeは平日19時まで空いて
いるから学校帰りにでも寄ってみてね♥

防災クイズラリー
皆さんに防災について学んでい
ただきたいという思いから初め
て挑戦してみましたがいかが
だったでしょうか?防災・減災
について学べたといってくだ
さったことが本当にうれしかっ
たです!

自転車無料点検会
JBR（株）様に協力していただい
て皆さんの自転車を無料点検し
ていただきました。今まで以上
の反響で前回の参加者を大きく
上回る80名の方に参加してい
ただきました!

ヘルスケアマネジメント
日々の生活や健康状態を見直
してもらうためのこの企画。
体組成、血圧測定、SATシ
ステムなど行いました。皆さ
んしっかりと見直すことがで
きましたか?

七夕まつり
日本の文化を感じる
ことができました
か?射的や的あてな
ど、懐かしく感じた
人もいたのではない
でしょうか?日本の
文化をこのような形

で体験できるのはいいことですね。ところで、参加した
皆さんはもちろん綿菓子を購入しました…よね?笑

8月5日、6日の2日間に渡りオープンキャンパスが実施されました。生協学生委員会もスタッフとして参加し、受験生や保護者の方に向けて活動を行いました。衣笠では北野天満宮ツアーや紙絵馬ブース、BKCでは学部の紹介や高校生、受験生が抱える疑問や不安の相談ブース、OICでは下宿での住まいと受験についての相談ブースを設けました。さらに、食堂ではオープンキャンパス限定メニューの提供や無料ドリンクの配布、赤本・オリジナルグッズの販売を行い、受験生に充実した1日を送ってもらうことが出来ました。

たくさんの人がオープンキャンパスに来てくれたプン!

衣笠 ● 自転車無料点検会（10月）  
 ● 京北農業・炊飯体験（10月）  
 ● Style Up Project（11月）

BKC ● チャリ・バイクチェック（10月）  
 ● 健康チェック（11月）  
 ● まなぼうさい（11月）  
 ● Mission to return（11月）

OIC ● 運動企画（10月）  
 ● ハロウィン企画（10月）  
 ● ランチボックス（10月）

予告編
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APU　CO-OP報告

秋卒業式と秋入学式

80カ国を超える国・地域から
の学生が学ぶAPUは、9月卒業
式・入学式も大きなイベントの
一つです。一学年の約3分の1
の学生卒業し、入学してきます。
秋卒業・入学は9割近くが国際
学生で、4月とは違った10月の
キャンパスの賑わいとなります。

マルチカルチュラル・ウィーク

APUならではの、APUを代
表するイベントです。基本の開
催は春・秋の各セメスターの第2
クオーター（6・7月、12・1月）
でいろんな国・地域の言語や文
化を一週間通して楽しむことが
出来るイベントです。生協カフェ
テリア・エスニックコーナーでは
各ウィークの当該国・地域に関連
したメニューを提供しています。

耶馬溪町農家さんの 
水害支援を行ないました

毎年APU生が農業体験でお世話になっ
ている耶馬溪町の農家さんに、7月5日
に発生した福岡大分豪雨災害復旧支援を7
月15日に行ないました。豪雨災害で耶馬
溪町は家屋や人的被害はほとんどありま
せんでしたが、川の氾濫により農業用水路
や低い土地にある田んぼに泥水や石が流
れ込みました。14年間にわたりお世話に
なっている方々ですので、学生たちとわず
かな時間ではありますが復興のお手伝い
を行いました。
高台にあるAPU田んぼは被害を免れ稲

は元気に育っていました。10月には稲刈
りツアーを予定しています。

2017年度　第2回理事会
2017年6月26日（月）  
18時30分～ 20時15分  
出席理事20名　出席監事6名

»主な報告事項
　通常の活動報告のほか「存心館食堂改装
の準備状況」「生協アプリUnicoリニューア
ル予定」「京滋大阪地区　大学生協おにぎり
値上げ」などが報告されました。

»主な審議事項
　総代会を受けての方針具体化と、理事
報酬の決定について審議を行いました。

2017年度　第3回理事会
2017年7月31日（月）  
18時30分～ 20時30分  
出席理事19名　出席監事6名

»主な報告事項
　各組織活動報告と、学園やキャンパス
単位での大学協議・懇談状況が報告され
ました。
◦4月までの決算状況

»主な審議事項
　2018年新学期活動の方針案を次回まで
の継続審議として意見交換しました。また個
人情報保護規則と就業規則関係の改定を審
議決定しました。

2017年度　第4回理事会
2017年9月16日（土）  
14時15分～ 16時55分  
出席理事20名　出席監事5名  
※ APUでの合同開催とし、RUからのメン

バーはキャンパス見学を実施しました。

»主な報告事項
　上半期の決算状況のほか。共済給付状況
などを含む諸活動の状況が報告されました。

»主な審議事項
　2018年新学期活動の方針について審議
決定しました。APU地区の定時職員就業
規則関係と、正規職員の就業規則、パー
ト職員の時給についても改定を審議決定
しました。

理 事 会 報 告

商品についてのご要望だけでなく、こ

んな「ひとこと」も!	「夏休みなのに大

学に来たので褒めてください」とのひ

とことに面白くお応えしています。こ

のように、ご要望の「ひとこと」に限ら

ず、さまざまな「ひとこと」の投稿をお

待ちしています!

「りんごジュースが飲みたい」というご

要望にお応えして小岩井のりんご味が

入荷されました!	すっきりとした優し

い甘さのりんごジュースは本当に美味

しいですよね。まだまだ暑い日も多い

ので、ぜひたくさん飲んでください♪

勉強やサークルなど何か頑張った後に

飲むラムネは最高ですね。このひとこ

とカードによって、キンキンのラムネ

をOICでも飲めるようになりました!	

期間限定という言葉に弱い人もそうで

ない人もぜひ飲んでみてくださいね。

今月は飲み物の要望が多くありました。季節ごとで様々なものがあり、おもしろいものもいくつかあったので紹介します！ 
ひとことカードにあなたの意見・要望を書けばショップに採用されるかも？ みなさんもどんどん活用してみましょう。

ひとことカードとは、組合員であるみなさんの意見・要望に応えるために生まれたカードです。
日頃感じているちょっとした要望や切実な要望など書いてみてください♪ 

今月のひとことカード

今月の
私も

OIC
★OICカフェテリア
★OIC Shop入口
 にあるよ衣笠

★至徳館購買部内
★ふらっと内
★各食堂内 にあるよ

BKC
★ユニオンショップ前
★各食堂内
★リンクショップ入口
 にあるよ

ひ と こ と

卒業式は今年もビーコンプラザで。

迫力のタイウィークオブジェ！
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