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立命館の
ディープな人

あったか特集！今年の冬は
これで決まり！
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自分たちの考えを伝えるというのはやっぱり大変です。また、

企画書を作ったり、様々な関係者との調整をしたりするも大変

です。反対に、やっていて良かったと感じることは、本番を迎

えたときです。自分たちが考えてきた企画が形になり、来場者

の方がたくさん来てくれると嬉しいです。また、企画段階で大

人の方と関わる機会が多いので、社会人になったときに役に立

つ経験となるな、とは思います。

─ 学園祭実行委員会はどのような体制で活動していますか?
学園祭実行委員会とは各部会の自治会、RBC、学芸本部、

体育会本部などの学友会から代表者を選出し、その選出された

メンバーで構成されています。また、様々な組織が学園祭実行

委員会にはあります。例えば、特別事業部というものがありま

す。この特別事業部は、企画書の作成や、その企画で必要にな

る費用や備品を用意するといった実務を主に担当しています。

このような組織があってこそ学園祭実行委員会は成り立ってい

ます。

─ 他大学の学園祭は気になりますか?
他大学の学園祭は、やっぱり気になりますね。ある大学では、

ステージ前に芝生があったり、休憩所がたくさんあったりして

キャンパス内の使い方がうまいなと感じました。また、他大学

の学園祭を見ると、学べることや参考になるものもたくさんあ

ります。ある大学ではステージの転換時間がほぼなく、団体が

出続けているところを見て、実際に衣笠で取り入れました。立

命館はパンフレットのクオリティを上げようと頑張っていて、

ここにおいては他大学に誇れるところであると思っています。

─ 準備していく中で大変な事・逆にやりがいはなんですか?
大変なことは、会議ですね。学生だけの会議ではなく、たく

さんの職員さんとの会議なので、職員さんの意見を聞きながら

─ 今年の学園祭で力を入れていることは何ですか?
今回の学園祭のテーマがBeyond Borders ～恐れるな踏み

出せ～という形で置いていて学園祭という非日常の空間を使っ

て自分自身の壁や境界を踏み出し何かを達成する一つのきっか

けになってほしいという思いを持って活動しています。また来

場者やステージに出る人、模擬店を出す人すべての人にしっか

り楽しんでもらうということを大前提としてそこで出てくる障

害を取り除くことに力を入れています。そして今までうまくい

かなかったことに対しても何か新しい事にチャレンジするよう

心掛けています。

─ 当日はどのような事をするのですか?
私たちは学園祭当日、ステージの運営、ゴミ箱前での分別、

駅やキャンパスでの来場者の誘導、模擬店のパトロールといっ

た様々なことを行っています。来場者の全ての方々にストレス

なく学園祭を楽しんでいただけるように活動している私たちの

存在も忘れないでいてほしいというのが私たちの願いです。し

かし、学園祭運営側の人手不足があるのも事実です。どんな学

部の人でも来たいと思える学園祭を作ることにより、運営に携

わる人が増えていくのではないかと思っています。私たちも学

園祭を全力でサポートするので、参加してくださるみなさまも

ルールを守って、全力で楽しんでください。

─ どんな人が実行委員会に向いていると思いますか?
 学園祭は、去年やったから今年もやろうとパッケージ化さ

れてしまう事が多いです。なので、そこで新しい風を吹き込

めるような面白い人や奇抜な人は向いていると思います。ま

た、実行委員という存在は学園祭を裏で支え、縁の下の力持

ちのような存在であるとも思っています。もちろん自分の意

見をしっかり持ち、自分たちが主体的に取り組んでいくこと

も大切ですが、来場者の方の目線に立ってどうすれば楽しん

でもらえるかなど目線移動が上手く、行動や発言にしっかり

と責任を持つことのできる人に是非学園祭に携わってもらい

たいです。

─ 立命館の学園祭の強み・立命館らしい学園祭とは何ですか?
読者のみなさまには「学園祭に来て、全力で楽しんでほし

い」ということを伝えたいです。そして、今回のテーマであっ

たように学園祭によって自分たちが作り上げたものを体感・実

感してもらいたいです。学園祭という非日常的な3日間を十

分に堪能してもらい、何か新しいことに挑戦してもらう、自分

の限界や壁を越えていけるきっかけにしてもらえたら嬉しいで

す。ですが、最終的にみなさまが笑っていられる学園祭を作る

ことが私たちの１番の喜びです。模擬店を出したり、ステージ

発表してくれたり、どんな形であれ学園祭に参加してくださっ

た皆様、一緒に学園祭を作っていくメンバーとして本当にあり

がとうございました。来年も是非参加していただいて、今年以

上に楽しんでもらいたいです。今回の学園祭に参加できなかっ

た方々も来年は私たちと一緒によりよい学園祭を作っていきま

しょう！

─ RUCの読者の皆さんにメッセージをお願いします。
３キャンパスによってそれぞれコンセプトを掲げていて、

OICは「スポーツと交流」、BKCは「表現と LIVE」、衣笠は「文

化と学び」というそれぞれのキャンパスの特徴を生かした学園

祭を作り上げることができることが立命館大学の強みであると

考えています。特にBKCでは花火を上げていて、たった５～

１０分ですが多くの人の思いが凝縮された花火を見ることによ

りみんなで同じひと時を過ごすことができます。また他大学よ

りもスケールの大きいところや、映像や音響などはすべて学生

が準備しており、学生主体の学園祭になっているところも大き

な強みであると考えています。そしてその強みがこれからの学

園祭をさらによりよくしていくことができたら立命館らしいと

言えるのではないでしょうか。

学園祭副実行委員長 学園祭実行委員長

─ 実行委員会になろうと思ったきっかけは何ですか?
（Sさん）1回生から2回生の頃はRBCとして学園祭に関

わり、3回生の時にRBCの代表として実行委員会に出席した

ことがきっかけでした。色々な偶然が重なったのもありますが、

一番は学園祭をより良くしたいという思いをもっています。

（Nさん）今まで学園祭に全く関わってこなかったですが、

Sさんに誘われたことが大きかったです。学園祭はどのキャン

パスどの学部の人でも楽しめ、全員が同じ方向を向ける数少な

いイベントなので、得られるものが多く、自分の新しい可能性

ももっともっと見いだせると思ったからです。

ご協力ありがとうございました。

学

実行委員会の皆様

園
祭

Y.N T.S

今回は毎年学園祭を中心となって企画・運営されている学
友会学園祭実行委員会の方にインタビューを行いました!
みなさんは学園祭を楽しむことができたでしょうか?

〈今号の表紙〉
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心からも温まろうということで

今回は動物カフェに行ってきま

した!! 自分好みの動物カフェを

見つけてかわいい動物に癒され

てみてはいかがですか?

BKC

OIC

衣笠あっという間に冬になり、本格的に寒くなってきましたね。寒くて布団から出るのが憂鬱になるこの

季節。外に出たくないという人も多いと思いますが、だらだらと何もしないで時間が過ぎてしまうの

はもったいない!そこで、今回は冬にぴったりな体も心も温まる特集!すぐに真似したくなること間違

いなし!友達や家族など、大切な人と温まってください!寒さに負けず、楽しく冬を乗り越えましょう!

犬カフェ

猫カフェ 大津にある猫カフェ『ねこのおうち』に行ってきました。キュートな猫さんたちを皆さん
にも見て頂きたいので、可愛い写真と共に紹介していきますね。

京都市内にある犬カフェでかわいい犬たちに癒されてきました～。人懐っこくてかわい
い犬ばかりでしたよ!! 犬好きの方必見です。

難波にある小動物カフェ「ROCK STAR」に行ってきました。ここでは、たくさんの種類の
動物たちと触れ合うことができます。店員さんもすごくフレンドリーで動物たちのことをた
くさん教えてくれました。店内でのルールもあるので動物のためにもしっかり守りましょう!

気さくな店長さん
から猫の小話など
も聞けます!

アットホームな雰
囲気でまったりす
ることができます。

フェレットは、と
ても人懐こく元気
いっぱいの動物で
す!遊びは全力で。

メニューはこんな
感じ。たくさんの
ドリンク、食べ物
がありました。

お店の前にあるこ
の看板が目印です！
みなさんもぜひ癒
されに行ってみてく
ださい。

最近大ブームの
ハリネズミ!飼い
主さんに慣れる
と針が痛くない
らしい。

撫でられるのが大
好きなプレーリー
ドッグ。食べると
きは立ちながら遠
くを見つめます。

1番の魅力は毛皮
にも使われる程の
フワフワな触り心
地。盛れる角度は
斜め前だそう。

猫ちゃん同士の普段
見られない絡みが見
ることができます!

カフェとしての
メニューも豊富
で、『ねこ型スフ
レパンケーキ』
は絶品でした!

色々な地域にいた9匹の猫さんたちがいて、
可愛い写真がたくさん撮ることができるので
是非足を運んでみてください!

小型犬達はしゃがむと集まって
きてくれました!! 

カフェメニューは
がっつり系から甘いものまで充実してい
ました。とても美味しかったです!! 

お昼寝中の柴犬。
とってもおとなし
くてかわいかった
です。

ジャーマンシェ
パードのような
大型犬とも触れ
合えました。

フェレット ハリネズミ

プレーリードッグ チンチラ

小動物
� カフェ

今年
の

コレ
に

は冬
決まり

お風呂動物
カフ
ェ

こたつ
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◦イベントの様子◦ 外国の暖房器具

その他のユニークな器具

留学生のみなさん、お友
達も一緒に来てくれまし
た。ドリンクやお菓子を
振る舞い、コタツで温ま
りながら談笑していただ
きました。

アタプレーニエ　［ロシア］
街中にあるお湯工場が各家庭に暖房パイプを通してお湯を送
り、部屋を暖めています。これがある家はトイレや洗面所な
ど自動的に温まりますが、部屋ごとの温度調節ができないの
で、着がえたり、窓を開けて調節します。

ジオサーマルシステム　［カナダ］
地面に取り込んだ太陽熱が地下水を暖めることで家全体が冷
暖房の役割となります。地下水は再利用するため環境にもよ
く、近年では日本の家庭でも取り入れられています。

オンドル
韓国の方からのご意見でした! オンドルとは、床下に張り巡
らされたパイプにボイラーを利用して熱湯を循環させること
で、部屋全体を暖かくする暖房器具です。予約機能もあるそ
うですよ! 韓国の文化として根付いている暖房器具ですね! 韓
国旅行をした際にはぜひ体験してみたい暖房器具です。

エアーコンディショナー
インドの方からのご意見でした!日本と一緒なことに驚きです!
余談ですが、こちらの方曰く、インドは地域によって文化が
全く違うそうです! 他の地域ではもしかしたら違う暖房器具
が使われているかもしれませんね…!

電気カーペット
こちらも韓国の方からのご意見でした! 同じく日本と一緒な
のですね…。似た気候の地域では同じ暖房器具が使われてい
るのかもしれませんね!

ひとこと
今回は日本の文化を体験してもらおう、という企画で多くの
留学生の方にコタツを体験してもらいました。ご参加いただ
きましたみなさん本当にありがとうございました!初めてコタ
ツに入るという方もたくさん見受けられました。私たち日本
人は小さいころからコタツとともに冬を越してきました。ポカ
ポカ気持ちよくなってだんだんと眠くなってコタツに入ったま
ま寝てしまい、家族から注意されたり…（笑）なんてこともしば
しば。寝てしまうくらいコタツは心地よいということの証拠で
すね!みなさんには楽しんでいただけたようでよかったです♪

　寒い冬といえば、やっぱり温泉めぐりしたくなりますよね?

　でも遠出するのも寒いし嫌。そんなあなたに朗報です‼ おうち

で温泉気分を味わえちゃうんです! 方法は簡単! お風呂に入浴剤を

いれるただそれだけ。今回、実際にRUC局員が試してみました。

日本の
名湯
めぐり

今 時 の 入 浴 剤 は で き る コ な ん で す

乳頭
硫黄のにおいが強く感じられま
した。お湯につかっているうち
に身体が芯までじわじわ温まっ
ていく気がしました。

箱根
現地は病気療養の場としても有
名らしいのですが、おうちでも
とろとろしたお湯で心まで癒す
ことができました。

草津
本物をより表現するために少し
熱めのお湯で入ってみました。
身体の疲れが一気にとれて極楽
でした。

由布院
薄紫のお湯は見ていて癒され、
入るとお肌もすべすべ。幸せっ
てこういうことだなって感じ
ました。

癒しの森に囲まれた
伝統のいで湯

富士五湖を取り巻く
日本有数の温泉地

湯もみで有名な
日本最古の温泉地

自然豊かな
くつろぎの温泉地

湯 色

乳緑

湯 色

乳青

湯 色

無色

おうちで

湯 色

乳藤

お味噌汁の他にもラーメンの湯やカレーの湯など食べ物シリーズもあるのでおもしろ入浴剤に挑戦してみませんか？？

やっぱり日本の心はお味噌汁!

味噌汁

湯 色

薄茶
番 外 編

色は合わせ味噌汁の薄茶色でお味噌汁のにおいが程よくしま
した。寒い冬は特に身に染みますよね～ ?!「あぁ、このまま
お味噌汁の具材になってしまいたい」皆さん一度はそう思っ
たことがあるはず!そんなあなたの夢叶えてみませんか?

寒くなってきてコタツでミカンが食べたくなる季節、冬。
今回は日本独自の暖房器具のコタツを留学生のみなさんに体験してもらいました。

か か
ぽ ぽ 温まろう！

体験者の声

良いイベントでした。暖かい地域から
来たので、皆さんが暖かいと思う日
も私たちにとって寒い時があります。

体験者B

今回は参加していただきありがとう
ございます! 様々な地域からくる留
学生にとってはそのように感じること
もあるのですね…! 私達も留学生に
とっても素敵な学校生活を送ってい
ただけるよう工夫が必要ですね。

GI

今回は参加していただきありがとう
ございます! そう言っていただける
と私たちもとても嬉しいです。日本
文化は私たちにとっても興味深く、
様々な国に発信していく価値がある
と思います。今後も生協をよろしく
お願いいたします!

GI

体験者Ａ
このイベントに参加できてとても楽
しかったです! 外国人留学生が日本
文化を経験する良い機会でした。

GIのメンバーもみなさんと
一緒にお話をさせていただ
きました。コタツに入って
心も体も温まっていただけ
ることができればとても嬉
しい限りです。
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愛する存地が帰　ってくる

新存地は何といってもきれい!! しかし、工事で変
わったのはホールだけではないです。尚学館から
続く階段も増えました!厨房も新設備がついたた
め、さらに美味しい料理が食べられますよ!

新たに一人席が設置されました。な
んとこの一人席、コンセントが埋まっ
ているのです。これは人気まちがい
なし。

皆さん、二人で食べる時にも鞄をテー
ブルの上に置いて四人席分使ってい
る人がいて困ったことはありません
か?? 新存地にはテーブルの角に鞄
かけが付きました。より多くの人が
座れます!

存地に自動冷水器がやってきました!
さらば手動、さらば長蛇の列!

雰囲気が落ち着い
ていて居心地がす
ごくいい!

イスの座り心地が良くて
ずっと座っていられる。

席の数も増
えて本当に
助かる!

11/27(月)から12/1(金)まで、「全国学食人気メ
ニューフェア」を開催します。全国の生協食堂の
人気メニューを選りすぐりました! ご当地のご飯か
ら、一風変わったご飯までこの期間にしか食べら
れないものを皆様にお届けします! お見逃しなく!!

レジ横を通ってご飯を取りに行くのはルール違反です。また、ATMも
昼のみの利用となります。ルールを守って新しくなった存心館食堂を
快適な空間にしていきましょう! そして、オープンと同時期に法学部の
学生さん達が再び存心館に戻ってきました。積極的に存心館食堂を利
用してみてください!  新しい存心館食堂を宜しくお願いします!

アピールコーナー

新しい存地はきれいになっただけじゃな
く、ところどころに工夫が施されていて
素敵です!バッグがかけられるのは正直
驚きました!食事以外にも存地で集まっ
てゆったり過ごしたいですね。

立命生の声

毎度昼休み、混雑に見舞われる諒友館、以学館食堂。そろ
そろ新しくて広い存心館食堂を待ちわびていましたよね?
そんな皆さんに朗報です!! とうとう11/29に存心館食堂が
帰ってきました!このページでは生まれ変わった存心館食堂
略して存地の情報を前号に引き続きご紹介していきます。

新しい存地はみんなの

要望に応えられているみ

たいだね。 たくさんの人

で賑わってる!!

圧
倒
的
存
在
感

お知らせ 職員さんから一言
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～ 自 分 た ち に で き る こ と ？ ～
社会的課題って何か知っていますか?社会的課題と
は社会の不条理から生まれる日常の生活を送る上で
支障をきたす問題のことを言います。社会的課題は
私たちの生活と密接に関わってきます。だからこ
そ放置してもいい問題ではありません。では、私
たちは何をすればいいのか?その答えに少しでも近
づくために、生協学生委員会では「Social Issues 
Festival」(通称:ソーフェス)という社会的課題に
ついて考える企画を行いました。この企画の中では

生協学生委員会が行った社会的課題についてのセミ
ナーの共有を踏まえて「ちょっきにボード」という、
日常生活の中で「ちょっと気になるけど自分では調
べるほどではないなぁ」ということを調べたポス
ターを「平和」「環境」「防災」の観点からそれぞれ作
成しました。皆さんもこのページを読むことで、少
しでも社会的課題に興味を持つとともに、社会的課
題について何か出来ないかを考えていただけたらな
と思います。

日常生活でちょっと気になるけど調べるほど
ではないことを調べた「ちょっきにボード」の
内容は『古着業界の今』です。今回調べた理由は、
現在古着ブームがきているのに加えて、古着は
一度着てから再利用しているので、環境に良い
らしいですが、本当でしょうか。という素朴な
疑問が生まれたので調べました。

現在ブームになっている古着は、実は全てが
再利用されているわけではなく、私たちが着ているのはたったの10%です。残りの90%は処
分されているのです。

ここで疑問が生まれますよね。なぜ、90%も処分されているのに環境に良いのか。考えてみ
てください。たった10%でも再利用されることで、全て処分するよりかははるかに環境に良い
からです。この積み重ねが、よりよい環境を作っていきます。皆さんも服は大切に着て、どん
どん古着としても利用していきましょう! 機会があれば、バザーを開催
して商品を出店するのもいいかもしれませんよ!

今回は古着に絞ってお話をしましたが、実際古着以外にも環境問題
に関わってくる問題は身近に多数あります! 「水道水は本当にきれいな
のか?」「電気を発電するのってどれくらい大変なの?」など、普段の生
活もこのように考えたら気になりませんか?このように簡単なことでい
いのです。皆さんも是非自分の生活を見直して、気になる点について調
べてみるようにすればもっと社会的課題に興味が持てるようになるので
はないでしょうか?

「徴兵令」この言葉は歴史の授業で聞いたこ
とがあるのではないでしょうか?日本人にとっ
てはあまり関係ないと思ってしまう言葉も近
い将来人ごとではなくなるかもしれません。
永久中立国として知られているスイスも、実
は徴兵制があります。だからこそ、国別の徴
兵制を知ることや、日本の過去の徴兵制を復
習することは大切だと考え、このポスターを
作りました。

平和は修学旅行などで行った広島や、長崎、沖縄で学んだ「戦争」というイメージが強いと
思います。しかし、難民問題や北朝鮮のミサイル問題、憲法9条の問題など、身近なところ
で平和について考える機会も多くあります。これらの問題については漠然としすぎて考える
のは難しい、何をすればいいのかわからないと思うかもしれません。だからこそ、色々な場

所に足を運んで話を聞いて欲しいなと思います。衣笠キャンパスには
「国際平和ミュージアム」があり、学徒出陣のことや、近年の平和問題
など、身近に感じることができる作品がたくさんあります。BKCには、
広島に原子爆弾が投下されたときに生き残ったアオギリの2世がプリ
ズムハウスの近くにある「嵐のなかの母子像」のそばに植えられていま
す。また、12月の初めには各キャンパスで「不戦のつどい」という、立
命館大学から二度と学生を戦争に送り出さない、戦争をしないという
ことを各大学の像前で誓う式典が行われます。一度これらを訪れた上
で自分たちに何が出来るかを考えてみてください。

大学生の本業は
勉強です。しかし、
もし社会的課題が
悪い方向に向かっ
てしまうと、勉強ど
ころじゃなくなりま

す。このように考えると、社会的課
題は誰にでも関係があるのです。た
だ、どのようにして考えていけばい
いかわからない人が多いと思います。だからこそ、今回の企画を通して考えるきっかけ
を見つけてほしいと考えました。皆さんには、このページを読むことによって社会的課
題について少しでも知ってもらうとともに、私たちと一緒に考えていく仲間になって欲
しいと思っています。1人1人では小さな力ですが、万を超える立命館の組合員が一緒
になって動けると大きな力になります。だからこそ、一度自分の中で社会的課題につい

て考えてみてください。私たちも気軽に参
加できる活動、組合員の方に分かりやすく、
参加者が自分の中で一度考えてみるきっか
けを作れるような企画をしていこうと思い
ます。皆さんと一緒により良いものを作り
上げられたらと考えていますのでご協力お
願いいたします。
 （ソーフェス実行委員会）

防災の「ちょっきにボード」は皆さんが一度は聞いたことがあるだろ
う都市伝説についてです。最近地震が多いため何か関係性を見つけら
れるのではないかという考えで調べてみました。といっても、磁場な
どの専門知識はないので都市伝説（雲の動き、魚の打ち上げ、夕日の色、
鳥の動き、犬猫の行動）を調べただけですが…

今回は3つの地震を例に関連性を探しました。それによって雲の形
が3つの地震で共通して波状だったから、大地震が来るときは波状なのではないか、鳥、魚、犬、
猫も同様のことが言えるのではないかということがわかりました。都市伝説というのは、過去
の地震の関連性を言っているみたいですね!

防災は、今回紹介した他の2つの社会的課題と比べると毎年防災訓練などを行なっているの
で、身近に感じやすいかもしれません。しかし、皆さんは災害が起こった時のための準備をし
ているでしょうか?災害が起きたときにすぐに避難するためには、「非常食を用意する」「避難場
所を確認する」「大学内・自宅内での避難経路を確認する」など様々なことが挙げられます。また、

二次災害を防ぐために、地震が起きたあとブ
レーカーを消す、ガスの元栓を締めるなどの動
きをしないといけません。最近は地震だけでな
く大雨による洪水や、台風、土砂災害など様々
な災害が全国各地で発生しています。これら
の災害に対してもしっかりと準備をしておかな
ければなりません。皆さんもこの機会に自分の
災害が起きたときの準備ができているのかを
今一度確認してみてください!

社会的 課題って
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スポーツテスト（10/16）
普段運動ができてない組合員に運動してもらい、運動の
大切さに気付いてもらうためにフラフープやバランス
ボールなどの簡単なスポーツテストを行いました。

ハロウィン企画（10/30・31）
組合員に季節感
を楽しんでほし
いということで
ハロウィンにち
なんだ楽しい企
画を行いました。

自転車無料点検会（11/6）
整備不良による事故の防止や、自転車利用者に交通ルー
ルの再確認をしてもらうため、自転車の無料点検やクイ
ズを通しての交通ルールチェックを行いました。

総代会事後活動報告会（11/9）
総代会の討議内容について正式に返答するとともに、今
後の店舗の活動を報告しました。とても有意義な時間に
なりました。

ヘルスケアマネジメント（11/22）
普段の食生活などの健康について飲酒ゴーグル体験など

の楽しい企画で楽しく学べる企画を行いました。

ランチボックス（11/29～12/1）
普段忙しい人でもしっかりと栄養満点な食事をとってほ

しいのでオリジナル弁当を販売しました。

こころと身体の健康（ブック企画）
「食と健康」に関連した書籍を選書し、共済を知っても

らう機会になるような企画を行いました。

たすけあいの木
みんなでつくる“たすけあいの木”。職員や学生が共済

の良いところを書いた紙を模造紙に貼り学内に掲示し

ました。

生協学生委員会 活動の 報告編

衣 笠 BKC O I C 3キャン
パス

自転車無料点検会（10/18）
整備不良による事故の防止や、自転車利用者に交通ルー
ルの再確認をしてもらうため、自転車の無料点検やクイ
ズを通しての交通ルールチェックを行いました。

おかずDE1アップ（11/13～17）
普段の食事に1品プラスしてもらうことで、足りない栄
養素を補ってもらおう! と緑と赤の栄養素の高いメニュー
の割引フェアの企画を行いました。

食生活相談会-Style Up Project-（11/14・15）

普段から自身の食生活、健康に気をつけてほしい!　とい
うことで、栄養士の方との食生活相談や、配膳ゲーム、
飲酒ゴーグル体験などのブースを設けました。

京北・農業炊飯体験ツアー（10/7）
組合員が京北に足を運び、
自分で野菜を取って食べる
喜びや農家さんの大変さを
知ってもらうことができま
した!

総代報告会（10/18・19）
総代会の討議内容について総代の皆さんに報告するととも
に、今後の店舗の活動を報告しました。とても有意義な時
間になりました。

ホットスナック企画（11/14・15）
リンクスクエアで唐揚げなどのホットスナックが販売され
ることを宣伝し、ユニコの認知度アップを図りました。

Ecology Festival （11/15・16）
自転車による発電や、丼
ペリ早剥がしなどの環境
に関するゲームをしても
らい、環境のことに気軽
に触れてもらいました。
環境の大切さについて改
めて学べる貴重な機会と
なりました。

チャリチェック（11/17・20・22）
整備不良による事故の防止や、自転車利用者に交通ルール
の再確認をしてもらうため、自転車の無料点検やクイズを
通しての交通ルールチェックを行いました。

健康チェック（11/21・24）
普段から自身の食生活、健康に気をつけてほしい!　という

ことで、栄養士の方との食生活相談や、体組成、飲酒ゴー

グル体験などのブースを設けました。

バイク・原付チェック（11/13・27）
整備不良による事故の防止

を防止するためにバイクの

無料点検会を行いました。

衣笠
● 知っ得！ 防災（12/14）  
● ウィンターフェス連動企画（12/11～15） 

BKC
● まなぼうさい（12/8）  
● ウィンターフェス連動企画（12/4 ～ 8）  
● Mission to return（11月）  
● クリスマス企画

OIC
● クリスマス企画（12/13・14・15）

予告編

衣笠 OIC
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彼女と過ごすなら？Q

こちらも、僅差ではありま
すが、お家でまったり鍋

パの方が多いという結
果になりました! 本当
は、きれいな夜景の見
えるレストランでクリ

スマスを過ごすのを夢見
ているメンズもいると思い

ます。でも、レストランとなる
とお金が…そんな中、安く楽しめて彼女と二人きりで
まったりできるお鍋はありがたいですよね!

彼氏と過ごすなら？Q

とても僅差の勝負になりま
したが、お家でまったり
鍋パの勝利! クリスマ
スといえば、おしゃれ
なレストランでの食
事のイメージが強かっ
たので意外な結果でし
た。しかし、きれいな夜
景の見えるレストランでのディ
ナーもかなりの人気なので男性のみなさんはぜひ参
考にしてみて下さい!

今年のクリスマス は誰と過ごしますか？Q
なんとメンズでは、彼女と過ごす人が一番
多いという結果に! もしかしたら立命生の
リア充率は高いのかもしれませんね?! ま
た、中にはラルクと過ごす人も! ライブで
すかね～楽しんでください!

男性は1人で過ごす人も多かったですが、
女性は同性の友達と過ごす人が多い結果
となりました! しかし、中には部活に打ち
込む人も!? 寒いと思いますが頑張ってく
ださい!

今までもらったクリスマスプレ ゼントで一番嬉しかったものは？Q
WiiやDS、ゲームカセットなどゲーム系が一番多いという結果にな
りました。やっぱりゲームは男のロマンですよね!! 今年はNintendo 
Switchも発売されましたしゲームは不動の1位ですかね! また、マ
フラーや手袋などの防寒具と回答した人もちらほら見られました。

服や腕時計、ネックレスなど普段身に着けるものが多く見られました。
やっぱり女性はファッション系が嬉しいみたいですね! 中には、指輪
という人も!! なんともロマンチックなプレゼントですね～♪ また親
からの愛情という回答も! 心あたたまる回答でほっこりしました。

今までのクリスマス プレゼントの最高額は？Q
5,000円以下が1番多い結果になり
ました！ 最も高い50,000円以上と
回答した人の中には、なんと28万
円のプレゼントを渡した人も!! これ
にはびっくりですね。

5,000円以下言う回答が1番多い結
果となりました!! 男性よりも安い価
格帯が多いという結果に… と言って
もプレゼントはお金じゃなくて気持
ちが大切ですよね!

クリスマス誰と過ごす？（男） 

29%
彼女

その他 9%
バイト
5%
家族
6%

異性の友達
 10%

23%
一人

18%
同性の友達

19%
1万円以下

18%
2万円以下

21%
渡したことが
ない

3万円以下
3%

5万円以上 3%
5万円以下 2%

34%

5千円
以下44%

夜景の
きれいな
レストラン

56%

お家で
まったり
鍋パ

45%

夜景の
きれいな
レストラン

55%

お家で
まったり
鍋パ

クリスマス誰と過ごす？（女） 

34%

同性の
友達

33%
彼氏

一人 9%
家族 6%

未定 6%
バイト 6%
異性の友達 2% その他 4%

50%

5千円
以下

18%
1万円以下

10%
2万円以下

16%
渡したことが
ない

5万円以下 1%
3万円以下 5%

の立命生 本 音。クリスマス編
いまさら聞けない!? みなさん、今年も人肌恋しい季節がやってきました

ね。冬といえばクリスマス♪ 大好きな人や友達と過
ごしたり、プレゼントを渡そうなんて考えている人も
多いのではないでしょうか?　でも、実際何をしたら
いいのか、何を渡したらいいのか...なんて悩んでい
る人も多いと思います。そこでRUC冬号では249人

（男125人：女124人）にアンケートに答えていただき、
立命生のクリスマスについて掘り下げてみました!!

メ
ン
ズ
編

レ
ディー
ス
編

今までもらったクリスマスプレ ゼントで「何これ」ってなったものは？Q
勉強キットや辞書、赤本など勉強系のプレゼントをもらった人が多く
見られました。クリスマスの日くらいは、勉強のことを忘れさせてほ
しいですよね（笑） また中には、髪の毛や鼻毛、おならをもらった人も
⁉ さすがにこれはもらっても…でもギャグ線はダントツ1位ですね!!

みなさん子供のころにはおなじみだったたまごっち! 頼んだはずが、
たまごっちのガイドブックが届いた人が…本体がないと話になりませ
んよね（笑） また中には、100均のプレゼントを包む袋をもらった人も

（笑） さすがに謎すぎますね… 袋じゃなくてプレゼントが欲しい!!

いつまでサンタさん
信じてた？

いつまでサンタさん
信じてた？

番外編番外編
25%

小学校
（高学年）

50%

小学校
（低学年）

保育園、
幼稚園
10%

今も信じている 6%
高校生 2%
中学生
7%

25% 47%

小学校
（低学年）

小学校
（高学年）

今も信じている
13%
中学生
4%

保育園、
幼稚園
11%
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学生総合共済

冬にこそ読みたい本をRUC秋号に引き続きRUC局員のYが紹介していきます。
本 で ポ カ ポ カ

サンタのおばさん
著者：東野圭吾
作画：杉田比呂美
出版社：文芸秋春

大停電の夜に
著者：源孝志
出版社：講談社

おもしろい!進化のふしぎ� �
ざんねんないきもの事典

著者：今泉忠明
出版社：高橋書店

ちょっとおかしくて切ない、クリスマ

スにぴったりなお話。今年もクリスマ

スイブがやってきて、恒例のサンタク

ロースの集会が行われる。新しく加わっ

た女性サンタを認めるかどうかで、集

会は大騒ぎになったが…。

11月11日(土)に立命館衣笠キャンパス以学館2号ホールにて米
澤穂信先生によるトークショーが行われました。立命館生協と大
学生協関西北陸事業連合で開催したので、立命館以外の大学から
も米澤先生のファンが参加していました。トークショーは参加者
の質問を代表して、立命館大学文学部四回生の方が司会をする質
問形式で行われました。一時間半ほどのトークショーを終えたあ
とにはサイン会も行われました。

クリスマスイブの東京を突如襲った大

停電。明かりのない真っ暗の中、12

人のそれぞれ色んな思いを抱えている

男女が暗闇のなかで見つけたものとは

いったい…映画にもなっているこの作

品。映画も合わせて見るとより一層あ

たたまります!

児童書ではありますが、動物たちの愛

くるしい姿や健気さに癒されること間

違いなし!癒されつつ、あったまってく

ださい。意外と知らないことも多くて

驚きにあふれた本です。

チェックリストを確認できましたか？
共済に加入しているかどうかは下の窓口で聞くことができます！
もしもの時のために対策しておこう ！!

みなさん防災と聞いて何を思い浮かべますか ?? 何か対策をしなければならないと思いながら

も何をしていいかわからないという人も多いのではないでしょうか。私達生協学生委員会では防

災に関する企画を行っています。みなさんなかなか防災について考える機会は少ないと思うので、

企画に参加してみたり、この記事を読んでぜひ「もしもに備える」機会にしてください !! 

学生本人の病気やケガに備えるなら…

生命共済

一人暮らしの危険に備えるなら…

火災共済

病気やケガを24時間、学内外・国内・海外を問わ
ず保障します。地震・噴火・津波によるケガも保障

アパート・寮などで一人暮らしをする学生の借家
人賠償責任保障と、火災・盗難等による家財の損
害を保障します。

自宅でしっかり
災害対策してますか？

 非常用持ち出し袋 ※必要品
  飲料水

  非常食

  懐中電灯

  貴重品

  救急袋

  タオル

 避難所の確認

 家族との連絡のとり方

 家の家具の固定

かんたんチェックで安心プラス

自分がどのような保障に入っているか
知っていますか？

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）

衣笠

BKC

OIC

APU

OICセンター� �
（OIC�shop内）

コープショップカウンター

出典：政府広報オンラインより一部抜粋　gov-online.go.jp

TALK�EVENT　米澤穂信

● 米澤穂信プロフィール ●
1978年岐阜県生まれ。2001年、「氷菓」デビュー。2010年
には「折れた竜骨」で日本推理作家協会賞を受賞されている。

参加者の声

実際に本を書く上で知りたいことがたくさん学べて、とて
も勉強になりました。

憧れの米澤先生のお話が聞けて満足でした。参加できてよ
かったです。

米澤先生は『色んな価値観や考えに触れることはとても大
切です。僕も、幅広い視野を持てたからこそ今の自分がある』
とおっしゃられていました。僕も大学生の間にさまざまな
価値観や文化に触れ、自分の財産にしたいと思いました。
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APU　CO-OP報告

2017年度　第5回理事会
2017年10月17日（火）  
18時30分～ 20時25分  
出席理事21名　出席監事5名

»主な報告事項
　通常の活動報告・決算報告のほか「存心館食堂改装の準備状況」

「コメント大賞・トークイベントの応募状況」「生協アプリ（ユニコ）
リニューアル後利用状況」などが報告されました。

»主な審議事項
　「ヒバクシャ国際署名の取り組み」について承認、また「2018
年度からの食堂メニュー価格見直しの件」「2020年ビジョン前
半期振り返りと後半期重点について」は継続審議として、各検
討資料やワークショップ成果物が共有されました。

2017年度　第6回理事会
2017年11月21日（火）  
18:30 ～ 20:00  
出席理事20名　出席監事4名

»主な報告事項
　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年度方針案について審議しました。また「2020年ビジョン
前半期振り返りと後半期重点について」も継続で議論を行いました。

理 事 会 報 告

「スルメイカがなくなってたので、お

いてください」スルメイカ美味しいで

すよね。タラタラはあるみたいなの

で、是非そちらも食べてみてはいかが

でしょうか!

「ニンテンドースイッチのとりよせで

きませんか…?」この要望に対しては、

少し無理があるかもしれませんが願い

が叶ったらいいですね!

教科書販売の相談ですね。教科書の

販売場所って分かりにくいですよね。

参考書も置いてないとなると困りま

すよね…。ここに書いてある「Honya 

Club」を利用してみてどうでしょう

か。もしかしたら自分の探してる参考

書があるかもしれませんよ!

ひとことカードとは、組合員の皆さんが欲しい物などの要望や要求を「私もひとこと」に書い
て、投函し、お店に直接伝えることが出来るものです。そして、投函されたひとことカード
はお店で検討された後、数日後に生協のお店の人からのコメントが添えられて貼り出されま
す。 あなたのひとことで、お店内に欲しい商品が売り出されるかもしれないので、是非皆さ
んも気軽にひとことカードを活用してみてくださいね!

今月の
私も

OIC衣笠
BKC

ひ と こ と
耶馬渓農家さんで稲刈りを行いました

10月8日に、今年も田植え、草刈りでお世話になった
耶馬渓の農家さんのところへ稲刈りツアーに行きました。
7月にあった大分県での豪雨を乗り越え、稲は元気に成長
していました。学生職員含め15人で参加したツアーでし
たが、機械なしの手作業での稲刈りはなかなか進まず、一
昔前の農家さんの苦労とお米の大切さを改めて実感しまし
た。今回のツアーで刈ったお米は1月に予定している餅つ
き大会でおいしいお餅になるべく耶馬渓の農家さんのとこ
ろで乾燥中です。

マルチカルチュラルウィーク:別府ウィーク

APUの代表的なイベントであるマルチカルチュラル
ウィークに、開学以来初となる別府ウィークが加わりまし
た。ショップでは10月23日から27日まで1週間限定
で別府プリン博覧会を行い、別府市の有名どころのプリン
を販売します。国内外問わず、学生みんなに別府の良さを
伝えられる良い機会になりそうです。別府ウィークから始
まったマルチカルチュラルウィークですが、秋セメスター
にはほかにも韓国、京都、ファッション、スリランカ、ネパー
ル、ミャンマー、台湾のウィークが開催される予定です。

天空祭

マ ル チ カ ル チ ュラ ル
ウィークと並ぶ、APU の
イベントといえば天空祭で
す。 今 年 は 10 月 28 日
と29日に開催されます。
様々なクラブ・サークルの
展示や模擬店、ステージ
パフォーマンス、世界各国
の料理などが企画されてい
ます。国やサークルなどに
よってそれぞれ個性があっ
て、学生だけでなく地域の
方々も、だれでも楽しめる
イベントです。

ひとことカードがある場所

★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 BKC O I C

みなさんもひとことカードを活用してみましょう☆
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