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No.225春号
2018.4.1 立命館の

ディープな人

新学期から始める！

お弁当生活！
本音立命生の

　まず、今回作るRUCにどの

ようなページを入れるのかをみ

んなで考えます。

　RUCには季節ごとに発行す

る年4回の通常号と新入生向け

の新歓号があります。そのため、

通常号では季節に応じたこと、

新歓号では新入生が知っている

といいことなどが記事となりや

すいです。

　記事を1度完成できても終わ

りではありません。間違ったこ

とが書かれていないか、誤字脱

字がないかなどを何度もチェッ

クしていきます。そこで訂正す

る箇所があれば訂正して、また

その後もチェックを重ねます。

　繰り返しチェックをしてもう

間違いがないとなると、完成で

す。自分たちが作った記事が実

際に冊子の一部となり、RUC

としてみなさんのもとに届けら

れます。

　②で見たレイアウトは右のよ

うなページになりました。いい

感じに仕上がっていますね！

　どのようなページにするかが

決まると、必要に応じて取材を

したあと記事を作成していきま

す。生協学生委員は文章を考え

るだけではなく、レイアウトと

呼ばれるページのデザインも考

えます。

　右の写真は、春号のあるペー

ジのレイアウトです。細かい指

示も書き込みます。

間違いが
ないかチェックを
繰り返す

取材、
記事作成

自分の書いたもの
が実際にページに
なるのは感動！

みんな読んで
くれるかな？

2案出し

完成

1

4
3

できているの？
って どうやって

みなさんが今手にしているRUC。実はこれ、衣笠とBKCとOICの生協学生委
員が中心となって作っています。
そんなRUCがどのようにして作られているのか、気になったことはありませ
んか？ 写真を見ながら、実際のページになるまでを見てみましょう！



スポーツ健康科学部４回生スポーツ健康科学部４回生

―今までの活動で、一番思い出深いことは？
新聞とかで報道されてご存知の方も多くいらっしゃるかも

しれないですが、一番はやっぱり群馬県の高崎市で開催され

た競技チアの世界大会で世界一になったことですね。日本代表

チームとして優勝したのですが、そのうち6人がPeeWeeS

のメンバーです。チアは基本16人構成ですからPeeWeeS

のメンバーがかなり多く選ばれています。３分の１以上なの

で本当に多いと言えると思います。あと、ケガをしてしまっ

たときに練習ができない期間があって本当に悔しかったんで

体づくりを必死に頑張ったのも思い出深いですね。

―今後の目標や、PeeWeeSとしてやっていきたいことは？
今年も目標は日本一って考えています。メダルは前提なん

ですが、メダルっていうように設定するとなんか曖昧じゃな

いですか。そういう曖昧な目標じゃ目標に対する意識って低

下すると思うんですね。だから日本一っていう明確な目標を

設けています。また、チーム力を向上させたいなとも考えて

います。チーム力を向上させていくために個人的な目標とし

ては自分がみんなを引っ張っていきたいなと思っています。

自分自身がミスをしたときにいつもチームに助けてもらって

いて、仲間の大切さを実感してきました。なので、今度は自

分が仲間を助ける番だと思っています。

　Kさん、Mさん、ありがとうございました！
PeeWeeSのみなさまのご活躍を楽しみにしています！

DEEPDEEP立命館
ディープな人

の

eeWeeS!

―PeeWeeSは普段どんな活動をしているのですか？
普段は週6日で練習をしていて、授業期間中とか昼から練

習することが出来ないときはだいたい18:00から21:00ま

での3時間練習があって、土日とか夏休みとか時間が確保で

きるときは朝の10:30から夕方の16:30くらい、遅いとき

は18:00くらいまでほぼ1日練習しています。

―PeeWeeSの活動場所や人数は？
1976年に創部された部活で、今はOICの体育館を拠点に

活動しています。部員は40人いて、1回生から4回生まで一

緒に練習しています。

4月　 入学式

5月　 春季立同戦前夜祭、春季立同戦本戦（野球部）

6月　 関西大会（地区大会）

7月　 よしもと依頼

8月　 JAPAN CUP（全国大会）

9月　 団合宿、連盟祭

10月　秋季立同戦前夜祭、秋季立同戦本戦（野球部）

11月  KG戦（アメフト部）

12月  インカレ、チャーリングフェスティバル

ほかにも、依頼や応援がたくさんあります！

―どういった練習をしているのですか？
競技チアと応援とがあるんですけど、競技チアのパフォー

マンスと応援をするときのパフォーマンスは違うので、たと

えば1日練の日とかだと、午前中は競技の練習、午後は応援

の練習、っていう風に分けて練習しています。

―他の部の応援のみ？　チアの大会はありますか？
関西地区予選大会と全日本大会とインカレの年に3回大き

なチアの大会があります。他の部の応援依頼はインカレの時

期に多くあって、６から８個ぐらいの部活の応援に行ってい

ます。自分たちのチアの試合と被ったり、練習の日とかぶっ

たりしてしまう時とかよくあります。そんな時はチームを2

つに分けて対応しています。どんな人数でも対応できるよう

に練習しています。

―やりがいを感じる時は？
やっぱりチアの大会で技とかが決まった時の嬉しさは大き

なやりがいの一つです。やはり大会の技ってものすごく練習

しているので決まった時は格別ですね！また競技の面だけで

なく応援や大会、依頼などのいろんな活動があって忙しく大

変なのですが運営も自分たちでしなくてはいけないのでミス

ができません。しかし、もし一人がミスしてしまった時にぶ

つかる時があっても仲間で助け合って乗り越えられると心が

通じ合えたと思えるんです。それはチアの特性かなと思って

いて、ほかのコミュニティでは味わえない濃さがあるのかっ

て思います。

経営学部４回生スポーツ健康科学部４回生

立命館大学応援団
チアリーダー部

今回はOICを拠点に活動する「立命館大学応援団チアリーダー部
PeeWeeS」のお２人に取材をしてきました！　普段は見せない
チアリーダーの素の部分、要チェック!!

P

―チアを始めたきっかけは何ですか？
　高２の時に生徒会長としてチア部の全国大会を観に行っ

たときにミックスチームの（男女混合で行う）チアを観て凄

いと思ったのがキッカケで、中２まで体操をしていたから

タンブリングやバック転などの技は好きだったし、「この競

技なら自分を活かせる」「チアってカッコいい」と思ってチア

を始めました。チアに興味がある人に入部してほしいです！

―チアを始めたきっかけは何ですか？
　高校の時までは「チア」といってもパフォーマンスをし

ているってことくらいしか知らなかったけど、入学式の

サークル紹介で実際にチアのパフォーマンスを見たときに

鳥肌が立つくらい感動して、チアに興味を持ちました！　

PeeWeeSは大学からチアを始めた人が３分の１くらいい

るので、濃い時間を過ごしたい人やチアに興味ある人はぜ

ひ来てほしいです！

―OFFの日は何してる？
　PeeWeeSのオフは月曜日のみの週一回なのでいわ

ゆる普通の大学生とは違ってあまり遊びやバイトに多

くの時間を割くことができないですね。そこが部活の

デメリットかもしれません。ただバイトはやっていま

したよ。だけど今はもう就活が始まっていてあまりで

きていないですね。

　僕は釣りが好きでよく釣りに出かけたりしています

ね。明石とか神戸空港とか。こないだだと伊根のほう

に行ったりして釣りしてますね。誰と行くかですか？ 

あ～彼女ですね～（笑）彼女とよく海まで行きますね。

―彼氏・彼女がいる率は？
　40人中15人ぐらいなので大体40パーセントぐら

いですかね。そう考えると意外と多いですね。(笑)

年間活動予定

S.Kさん Y.Mさん

プライベートなPeeWeeS

PeeWeeSについて教えてください！
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メニュー

メニュー

メニュー

お弁当
生活！

新学期から始める 今春、お弁当持参を決意した人も多いのでは？ そこ
で、誰でも簡単に作れるお弁当を考えてみました。
レシピや便利グッズを合わせて紹介しているので是
非料理の参考にしてみてください。新学期が始まっ
た今だからこそ、気持ちを入れ替えて良い食生活を
送って行きましょう。

❶アスパラガスの皮を薄く
剥いた後、アスパラガスを4
等分します。皿に移しラッ
プをかけた後、電子レンジ
(500Wで1分30秒)で火を通
します。

材料は、豚ロース8枚、アス

パラガス2本、醤油大さじ2

杯、砂糖大さじ1杯、みりん

大さじ1杯、料理酒大さじ1

杯、醤油小さじ2杯です。

●手毬寿司
●からあげ
●ポテトサラダ
●ゆでたまご
●プチトマト

●しらすとわかめの
混ぜご飯

●アスパラの豚肉巻き
●ポテトサラダ
●卵焼き

●卵焼き
●ほうれん草のおひたし
●人参しりしり
●冷凍食材２つ（からあげ、
かにクリームコロッケ）

●おにぎり２つ

●ミニトマトと
　きゅうりの胡麻和え
●ミートボール
●卵焼き
●エビグラタン
●ミニトマト
●梅干しおにぎり

●サンドイッチ

　このお弁当を作るうえでのテーマ

はこちら！	どどん！		「気になってい

る女の子にお花見デートに持ってき

てほしいお弁当ランキング一位」た

いそうなテーマを掲げてみました！	

見た目には女の子らしい可愛さがあ

り、食べたら男の子でも満足でき

るボリュームを持ち合わせたものに

なったのではないでしょうか!?	この

お弁当の一押しポイントはやっぱり

手毬寿司です！	しかもなんとこの手

毬寿司、とっても簡単に作れちゃい

ます！	具材をご飯と一緒にラップに

くるんで握る！	ただそれだけです！	

一度作ってみてはいかがですか？

　おすすめのレシピは卵焼きです。

材料は卵３つ、めんスープ（4倍濃

縮）小さじ２、水大さじ１、片栗粉

小さじ１です。先に調味料を混ぜ合

わせ、そこに卵を入れます（お好み

であみえびやあおさを加えるのも

◎）。その後、卵焼き器に油を少量

いれよく熱し、弱火にして少しずつ

卵を流し入れます。何回かに分けて

流し入れ、手前→奥を繰り返して卵

を巻いていきます。このときのポイ

ントは卵を薄く流し入れることです。

最後に全体に焼き色がついたら完

成です。上手く巻けなくても、ラッ

プをして冷ますと形が整います。

　和え物は調味料と野菜を和えるだ

けなので、料理が苦手な私にも美味

しく作ることができました。材料は

きゅうり1/2本、ミニトマト8個、塩

ふたつまみ、粗びき黒こしょう少々、

炒り胡麻大さじ1、濃口醤油大さじ

1/2、砂糖小さじ1、酢小さじ1、

塩ひとつまみです。まずきゅうり1/2

本を小さく切り、塩ふたつまみをふっ

て混ぜ、5分間味をなじませます。

ミニトマトは半分に切り、胡麻は粒が

半分残るくらいすります。後は余計

な水が混ざらないように調味料ときゅ

うり、トマトを和え、最後に粗びき黒

こしょうを少々振りかけて完成です！

　男のお弁当は大胆さと気合！	食パンを買ってきて、その上にチー

ズとコンビニで売っているチキンの揚げ物を挟んで中心で２つに

切る、ちょっと押さえつけながら切るといい感じになりました‼	も

う１種類は卵をといてフライパンにドバっといれてひたすらかき回

してスクランブルエッグを作ります。あとは食パンで挟んで同じよ

うに切れば完了！	ラストもう1種類はひたすらハムとチーズを重ね

るだけのsimple	is	the	best!	こんな感じで荒い、テキトー過ぎ

るという意見が飛んできそうなレシピのお弁当でしたがとても美

味しかったです。男の人でもお弁当生活はできそうですね。笑

みんなで食べよう
行楽弁当

普段のお弁当

行楽弁当

アスパラの豚肉巻き

おすすめの1品

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

お昼休みに
普段のお弁当

メニュー

メニュー
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今回、お弁当を作ってみて、食の大切さを改めて実感しま

した。大学に入学して以来、お弁当を作るということはあり

ませんでした。また、食生活も外食やコンビニ弁当が増えて

しまい、あまりいいものとはいえないものでした。自炊をし

ようと思っても、手間がかかったりして、結局楽な方向へ行っ

てしまっていました。しかし、今回のお弁当作りで作ったメ

ニューはどれも簡単にできるものでした。さらに、どれもと

ても美味しかったです。今までは、手間がかかることを理由

に自炊を続けることができませんでした。しかし、簡単に作

れるメニューを知ることができたの

で、これからは自炊を続けて行くこ

とができると思います。また、お弁

当を作ることに挑戦していきたいと

思います。みなさんも是非お弁当作

りや自炊をしていきましょう。

❷火を通したアスパラガスを

豚ロースで巻いていきます。

その後、十分に熱したフラ

イパンに油をいれ、継ぎ目

を下にして焼いていきます。

❸豚ロースの全面に焼き色が

ついた後、調味液を入れよ

く絡めていきます。十分に

調味液が絡んだら、皿に盛

り付けて完成です。

ここでは、料理で役に立つ便利グッズを紹介していき

ます。普段手間がかかる作業もこの便利グッズがあれ

ば苦になりません。是非この便利グッズを使い、楽し

く料理をしていきましょう。

　おにぎりを作ると

き、ご飯が熱かったり

手に付いたりして困っ

たことはないですか？

このグッズを使えば

そんなことを気にせ

ず、たくさん作れます！	

押し出すことで、簡

単に取りだせますよ！

　サンドイッチって

食べると具材がはみ

出ちゃって大変です

よね。これを使えば

簡単にランチパック

が作れちゃいます！	

タマゴやイチゴサン

ドなど、アレンジも

できてとても便利！

　弁当のおかずを

詰めるのに毎回ゴミ

が出るの面倒ですよ

ね。このシリコンお

かずカップは洗って

再利用可能な上、加

熱も可能なのでキッ

シュなんかも作って

みてはどうですか？

　味付けがしょっぱい派

の方が若干多いですが、

差はほとんどありませ

ん。また、地域によって

味付けが違うということ

はありませんでした。是

非家庭の味を大事にして

ください。

　やはりお弁当を作らな

い人が圧倒的に多いです。

また、作る人でも毎日で

はなく週１～３で作る人が

ほとんどです。学食で済ま

すのも良いですが気分転

換にお弁当を作ってみる

のもいいかもしれません。

　１位卵焼き、２位ウイン

ナー、３位からあげ。お弁

当の主役ともいえる卵焼き

が堂々の１位です。みんな

でお弁当を持ち寄って、お

かずを交換し合うのも。

　ほとんどが肉をお弁当に

入れるようです。ガッツリ

食べられるお弁当が人気な

のかもしれません。たくさ

ん栄養が入っている魚も是

非入れてみてください。

お弁当論争

弁当の便利グッズ

レ シ ピ

感想とエピソード ❶ 感想とエピソード ❷
　普段お弁当なんて作らない自分

が一人でRUCに載せられるお弁当

なんて作れるわけない！と思いス

ケットにちゃっかり友達を呼んで女

子会のノリで深夜にわちゃわちゃ

作ってみました！	ここぞとばかり

にない女子力をフル稼働させて、気

になる男の子のストーリーに登場し

て匂わせてほしい！	そんな下心が

垣間見えるお弁当に仕上がりまし

た。春はやっぱりピクニックですよ

ね？買ったものだけじゃなくて自分

で作ったお弁当持って行っちゃいま

せんか!?		男女共に女子力、家庭力

アピールしちゃいましょう！

　私はほうれん草のおひたしと卵

焼きと人参しりしりをつくりまし

た。ほうれん草のおひたしは5分

くらいでできて非常に簡単でし

た！卵焼きの作り方も簡単でした。

人参しりしりは人参を擦るのが大

変でした笑。冷凍保存ができるの

で、１度に何種類かおかずをつく

ると１週間違うおかずも食べられ

るし、意外とコスパがいいかも！？

主菜は冷凍食材を使ったので詰め

るだけでした。お弁当つくりは面

倒くさいと思っている人が多いか

もしれませんが、この機会にぜひ

お弁当デビューをしませんか？

　僕は下宿をしていますが、実の

所２ヶ月ぶりにキッチンを使い半年

ぶりに包丁をにぎりました！笑	サ

ンドイッチを作ったのも、お弁当を

作ったのも初めてですごく時間が

かかっちゃいました。作っている最

中にIHの上で作業をしていたらま

な板を溶かしてしまったり、サンド

イッチがお弁当箱に入らなかった

りたくさんのハプニングがありまし

た。だけどそれを超える充実感と

達成感が味わえました！	作ってい

る最中は大変でしたが、お弁当を

作ってよかったです‼	男性の皆さ

んもぜひ作ってみてください。

　私は普段ミールシステムを利

用しているのでお弁当を作りませ

ん。なので料理は苦手ですし、朝

も苦手で時間に余裕がありませ

ん…（笑）そこでいかに簡単に早く

作ることができるかを頭に置きつ

つお弁当を作ってみました！	実

際、きんぴらやグラタンは冷凍食

品、ミートボールは電子レンジで

温めるだけ。あとは和え物、トマ

ト、卵焼き、おにぎりです。トマ

トは和え物の残り物なので、実質

自分で調理したのは卵焼きくらい

です。苦手な割には様になりまし

たよ！（笑）

4.お弁当に何を入れますか？

2.お弁当に入れるのは肉？ 魚？

3.卵焼きの味付けは？

1.普段お弁当をつくりますか？

はい
5.1％ 魚派10.5％

その他
58.0％

❷ウインナー 8.7％　❸唐揚げ4.3％
❹シュウマイ2.9％　❺おにぎり2.9％

いいえ
94.9％

肉派
89.5％

卵焼き
23.2％

しょっぱい派
50.8％

甘い派
49.2％ ❷

❸
❹❺

あなたは
どっち？

生協学生委員会
69人に

聞きました！
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「丼ペリ」とは、「めくってはがせるエコ容器」であるリ・リ

パックのことを言います。リ・リパックは、各キャンパスの

生協店舗で販売している手作り弁当の容器として使われてい

ます。また、リ・リパックは2019年のラグビーワールドカッ

プの売店の容器としても使用されることが決まっていて、今

世間からも注目を集めています。そのようなリ・リパックを

立命館生協では、親しみをもってもらいたいという思いで、

昨年度から「丼ペリ」という愛称で呼び、使用後の丼ペリの回

収作業を行っています。

●至徳館　　　●諒友館
●洋洋館　　　●敬学館

●ユニオンショップ前
●リンクショップ前

●OIC Cafeteria

　丼ペリはペリッと剥がすだけで水資

源を守ることができ、ゴミとなるのは

フタとフィルムだけとなるのでゴミを

大幅に削減できます。再生原料を使用

しているので、天然資源の使用を抑制

することにも繋がります。では、丼ペ

リのメリットをくわしく数値で表して

みます。もしも丼ペリの回収率が60

パーセントになれば、なんと「エネル

ギー削減率30パーセント以上」「二酸

化炭素削減率46パーセント以上」「廃

棄物削減60パーセント」の効果が見

込めるのです。みなさんもぜひ丼ペリ

ライフをエンジョイしましょう！

　丼ペリを回収することのメリットとはいったい何なのか？　

それは主に３つあります。

　回収された丼ペリは福祉

施設などでペレットという

資源にします。この作業は

ごみの量を大きく減らすと

ともに、障がい者の雇用促

進にもつながります。

　ヨコタ東北に集められ

たペレットは、その上下を

バージン層ではさみ、表面

にはがせる PP フィルム

を貼って、4重構造のシー

トを作ります。

　こうしてできた「P&P

フィルム」に熱を加えな

がら、用途別の形にプレ

スします。再生材を70%

以上使用できることが大

きな強みになります !!

　最後に切り離された丼

ペリを箱詰めして完成で

す。そうしてできた丼ペリ

がまた、生協のコンビニで

売られている手作り弁当

の容器として使われます。

衣笠

BKC

OIC

回収率
60％を
めざそう！

って？？

ゴミの削減に
つながる

水資源を守る
ことができる

天然資源を守る
ことができる

環境
にもやさ

し
い

丼ペリ回収でこんなメリットがある！

どんなふうにリサイクルされているんだろう？

丼ペリ
は

が
して
楽しい

そもそも丼ペリってなんのこと？ どこで回収しているの？

Q＆Aリリパックの種類にはどんな
ものがあるのですか？

→現在大学などで使用されているどん

ぶりなどのパック、また東北ではスー

パーマーケットを中心に、鮮魚や精肉

にリリパックを使用しています。

さんに
取材に行ってきました！
ヨコタ東北

最後に学生に伝えたいことは
なんですか？

→大人になったときに、子どもにリリパック

の大切さを伝えられるようにしてほしいと

思います。また、回収率を上げていくため

に、食堂などとももっとかかわってリリパッ

クの回収率の増加に役立ててほしいです。

回収率を上げるためにはどのような
ことが必要だと思いますか？

→ある大学生協では、デポジットや返金制

を導入してパックの回収率上昇を目指して

います。

なぜ東北のスーパーだけなのですか？

→コスト面の問題から、大手には参入

できないというのが現状となっていま

す。また、2019年に開催予定のラ

グビーワールドカップでもテイクアウ

ト容器として宣伝するので、広まって

いってほしいです。

　丼ペリが回収されたあと、どうなっているか気になりませんか？そこで、山
形県に本社を置くヨコタ東北さんにお話を聞きにいってきました。工場でのリ
サイクルの様子をさっそく見ていきましょう！　

ヨコタ東北 第2工場
総務部

阿部 祐見さん

担 当 者
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私の声、反映させるには？

1年を通して、生協に意見

を伝え、学生委員とともに企

画をつくっていく人です。も

ちろん、誰でも立候補するこ

とができます！	

生協をより良くするため

に、総代になってみませんか？

食堂の混雑緩和を目的に、時

間内に席を空けてもらうと食

堂で使える割引券がクジで当

たる企画を行いました！

総代会で出た要望から、唐揚げ串を

販売することになりました！

丼ペリの認知度向上のため

にPR動画をTwitterで流し、

回収ステーションの新調、増

設も行いました！

防災に対する関心、地震への

危機感を持ってもらえるよう

な、体験中心の内容で防災企

画を行いました。

82円（税込）→86円（税込） 

食べ終わった後、底を剥がすことでエコ

にもなる丼ペリでも使えます。	

 Sサイズ 82円（税込）→ 92円（税込）
Mサイズ 102円（税込）→113円（税込） 
 L サイズ 133円（税込）→144円（税込）

120円で売られているやきたてパンも

ミールシステムが使えるようになりました。

298円（税込）→302円（税込）

人気の生協牛乳でも使えるようになりま

した。

総代会とは、生協の最高議決機関であ

り、この総代会で確認された内容に基づ

き、生協の事業や活動が運営されます。

総代は、生協が昨年一年間で取り組んで

きたこと、また、次の年で取り組もうと

していることが組合員のニーズに沿った

ものかどうかを判断し議決します。

食
堂
に
国
際
的
な
メ
ニ
ュ
ー
が
少
な
い
と
い

う
声
か
ら
、
多
く
の
学
生
に
他
国
の
料
理
を

味
わ
っ
て
も
ら
う
企
画
が
で
き
ま
し
た
♪

総代って？

総代会とは？達成されたこと

OIC

BKC 衣笠

　食堂メニューの価格とミールシステムが今年の春から変更となりま
す。食堂メニューの価格改定は2018年3月26日からで、ライスが
10円アップ、一部の主菜・副菜・汁物が1円から4円のアップ、どん
ぶりが8円のアップです。またショップでは、生協の手作り弁当・ど
んぶり、できたてパン、生協牛乳がミールシステムで購入できるよう
になります。これらのミールシステムの支払いは2018年4月6日の
開講日からです。Twitterでもさまざまな情報が発信されているので
確認してみてくださいね！　＊@ritscoop

総代会

食堂と

ミールシステムが

食堂メニューの値段変更

おくらすごもり ライス 鶏から南蛮

コンビニでミールシステムが使えるようになりました

生協手づくり弁当 やきたてパン 生協牛乳

わる変

たとえば

速  報  ！

1110



ウィンターフェスティバル
ウィンターフェスティバルという企画では各購買部、各食堂
での商品割引や本の15%オフの販売をはじめ、盛りだくさ
んな内容でした。その中でも学生委員が主体となって行った
餅つきや、屋台での販売は大盛況でした。またレシート3枚
で抽選に応募が出来るレシートラリーコンテストも毎年たく
さんの方から応募があり、とても楽しい企画となりました。

知っ得！防災
防災がテーマの企画3度目となる今回は、体験中心の内容で
行いました。非常持ち出し袋の中身を考えるゲームや、非常

食の試食、防災グッズの使用体験を通して、防災に対する関心、
地震への危機感を持ってもらえるような企画となりました！

不戦の集い
平和について考える
この企画では、「平
和の空」と「折り鶴
を折る」活動を行い
ました。「平和の空」とは、その日、自分自身に起きた平和
な出来事を書き出していく活動です。また、折り鶴は自分が
平和について行動する上での1つの手段になります。このよ
うな取り組みをして、組合員に平和について考えるきっかけ
を与えることができました！

トラベルレシートラリー企画
ウインターフェスのレシートラリーと連動して、学生委員会
のブースに来ていただければレシートラリーのレシート免除
という特典をつけました。来ていただいた組合員さんにはク
イズを受けてもらい、トラベルセンターのサービスの認知度
向上を図りました。

Mission to return
総代会で寄せられた「食堂が混雑している」という意見に対
して、レジを通って25分以内に席を空けてもらうことの特
典として食堂で使える割引券がクジで当たる企画を行い食堂
の混雑緩和を図りました。また生協アプリのUnicoをダウ
ンロードしてもらうことでクジを追加で引くことができると
いう特典をつけました。

まなぼうさい
共済の4本柱の1つである「予防」の為の企画で、組合員に
防災意識を持ち、深めてもらう内容になっています。
内容としては起震車を消防署からお呼びして参加者に実際の
地震を体験してもらうとともに、クイズ・防災グッズ体験(簡
易トイレなど)を通して防災の知識を付けてもらいます。
また、共済の仕組みや給付事例の紹介も企画中に行います。

地産地消弁当
大学の教授と連携して健康にいいお弁当を考案し、地元の農
協で扱っている食材を使いお弁当を作りました。秋にユニオ
ンショップにホットショーケースが導入されたので、ホット
ショーケースの認知度向上とともに、環境に良い容器「丼ペ
リ」の認知度向上も図りました。

キャンパス版入学準備説明会
新入生とその保護者の皆様を対象に各キャンパスで入学に向
けた説明会を開催し、全7日程で累計1349組2451名の方
にお越し頂きました！ 入学前に持つ疑問や不安を解消できる
ようなコンテンツを行い、多くの方にご満足いただけました！

出張版入学準備説明会
キャンパスに直接来られない新入生と保護者を対象に、東京・
名古屋・広島・福岡で説明会を行い、517組928名に来てい
ただけました。大学生活の紹介などの他にも、食堂に関するゲー
ムも行い、楽しみながら参加してもらうことができました。

入学前の新入生を対象に、大学生活のスタートの手助けを目
的とした、Welcome Campus Festaを今年も各キャンパス
で開催しました！ この企画では、1日の中でゲームやウォー
クラリーを通じて、その日に出会った新入生同士が仲良くな
るだけでなく、大学施設や生協店舗について知ることができ
たり、大学の先輩である学生委員とも知り合えて、新入生の
不安解消に繋げられました。この企画でできた友だちと、今
後も楽しい大学生活を送ってもらえると嬉しく思います！

Welcome Campus Festa

衣 笠
クリスマス企画
クリスマスということで、プレゼントを各々持ち寄っても
らい、プレゼント交換を OIC Shop で行いました！ OIC 
Shopで行うことで、Shopのサービス内容について説明す
ることができ、また、ひとことカードについても知ってもら
うことができました！ 5月にも企画を行うのでぜひぜひ参
加してください！

ここでは、昨年度の3キャンパスで生協が催した9つ
の活動の内容・成果について紹介します！皆さんが
参加した企画や他のキャンパスで行われた企画がす
べて詰まっています！

BKC

活動報告 O I C

プレエントランス立命館デー
特別入試合格の新入生に向けて行われるプレエントランス立
命館デーに並行して生協説明会を行いました。学生によるパ
ワーポイントで生協についてと大学生活について説明し、食
堂ではプレエントランス立命館デー限定メニューを考案し、
販売。入学者に食堂体験をしてもらいました。

3キャン
パス

新入生歓迎企画
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友達と
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勉強
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サークル
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勉強
7.3%

その他0.3%

休日編

1回生の時、休日はどう過ごしていた？？Q

の立命生 本音。

休日ココがオススメスポット！！立命生に
聞いた！！

　後期は、前期とは打って変わって大学生活がガラッと変わっ
た部分がみられました。それは変化が一番大きかったバイトで
す。前期は入学したばかりで、バイトを始める余裕がなく、友
達づくりや大学生活の基礎をつくる期間でした。しかし、後期
になると大学生活に慣れていき、余裕ができるため、バイトを
する人が増えていきます。例えば、飲食店、塾の講師、アパレ
ル等々。自分にあったバイト先に就き、自分で稼いだお金で服
を買ったり、旅行に行ったり、友達と遊んだりします。これが
今までの学校生活との大きな違いだと思います。大学生になる
とスキマ時間や休日は自分のやりたいことに自由に使えます。
立命生はこの時間をそれぞれ上手に利用しているみたいですね。
皆さんは休日を最大限に充実できていますか？

阪急四条河原町駅を出てすぐのここは多
くの人が買い物やおいしい食べ物を食べ
るために集まる京都でも有名な場所の１
つです。ぜひ訪れてみてはいかがですか？

僕は、留学のためにバイトをしまくりたかったのですが、前期は何かと新しいことが多く、忙しかったのでで
きませんでした。しかし夏休みからはバイトをしまくって稼ぐことに専念し始めました。今では掛け持ちをし
ていますが余裕です！しかしテスト前はきちんと休んでテスト勉強に励んでいますよ！

僕は運動部の推薦で入学したので休日はほぼ部活動に時間を費やしていました。たまにある休みの日には家で
ゴロゴロしたり、気分転換に料理をしたりして過ごしていました。休日や放課後がほとんど部活なので勉強を
する時間がほとんどなかったのですが、通学電車の１時間を使って勉強しました。勉強と部活の両立をしてい
る今が一番楽しいです。

京阪一乗寺駅から徒歩1分。ラーメン好
きが集うラーメンの街。何度行っても飽
きないほど豊富な種類。ラーメン好きは
1度入ってみたい場所No1

阪急電車で一本！思い切って大阪に行っ
てみては？梅田に来てしまえば一日楽し
めること間違いなし！ショッピングは一
日で回り切れないかも！？

まずは一回生前期の休日の過ごし方を見てみましょう。一番多
いのは、やはり友達と遊ぶことですね。二回生以上の人はあの
頃のまだ可愛らしい遊び方を思い出してみてください。一回生
のみなさんは友達と遊びまくりましょう！二番目に多かったの
が家でゴロゴロするということでした。一回生前期はまだ、友
達の数が多くなかったり、バイト始めていない人たちが多かっ
たりするため家でニートしてしまうことに多くの共感の声があ
がるはずです。「学生の本文は勉強」とはなんのことやら。勉
強をする人が最も少ないですね。

分析

本当
にあっ

た立
命生
の話

私は、前期のころはサークルが１つに定められなかったり、面倒くさかったりしてあまり行ってなかったので
すが、後期になってサークルが固定しました。今は１つのサークルが中心となり、遊びに行くときはサークル
のメンバーがほとんどです。最初のサークル選びは今後の大学生活においてとても重要と思いました。

１回生、あなたのスキマ時間のように過ごしていましたか？？また前期と後
期ではどのような変化がありましたか？大学生になると空きコマや休日を
いかに充実させるかがポイントです。今回は、立命生のそんなスキマ時間
に関する本音を今回は徹底的に調べてみました！！ぜひ参考にしてください

立命館大学生100人に聞きました。複数回答可としているため100％になりません。

前 期 後 期

新入生の
ための

私は、地元が広島なので入学当初は引っ越しの準備や新しい家具の調達で大忙しでした。バイトもしようかと
考えましたが、前期のうちに車の免許を取ろうと決めていたので教習場に通いました。夏休みに無事、免許が
取れたので夏休みには友達とドライブをして楽しみました。後期はバイトを始めて今は充実した生活を送って
います。
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　生協の各書籍カウンターでは大学生の読書を応援
しよう！ということで、読書マラソンのランナーエ
ントリーを募集しています。

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ーす。目指せ、4年間で100冊！

読書マラソン
エントリー募集中！

読書マラソンって？

❶ 書籍カウンターでエントリー手続き
↓ 衣笠：ふらっと
↓ BKC：リンクショップ
↓ OIC：OIC Shop
❷   1冊読むたびに所定のコメントカー
ドにコメントを書いて、書籍カウン
ターに提出。コメントは実際に店舗に
POPとして本と一緒に並びます。

❸ カード1枚ごとにスタンプを押します。

　寒さも和らぎだんだん温かくなってきたこの時期、皆さんも是非この機会に読書を始めてみませんか？今回
RUC局員二名がお薦めする作品を３冊紹介します。是非気に入ったものがあれば是非お買い求めください。

生協学生委員会は、組合員のみなさんに、健康で安全な大学生活を送ってもらえるような情報を発信するため
に様々な活動をしています。このような活動を見かけた際は、ぜひお気軽に参加してみてください！

学生総合共済

試着室で
思い出したら、
本気の恋だと思う。

著者：尾形真理子
出版社：幻冬舎文庫

プリズム
著者：百田尚樹
出版社：幻冬舎文庫

これらの保障以外にも…！

春になり、新しく何かを始めるという人は多いのではないでしょうか？そんな中、行動範囲の広い大学生にとって、新た
な挑戦の裏には様々なリスクが潜んでいることも…。そこで今回は、みなさんに安心していろいろなことに挑戦してもら
えるような学生総合共済の保障をご紹介します！新入生も上回生も、今一度ご自身の加入状況を確認してみてください！
詳しくは「学生総合共済パンフレット」をご覧ください。

いかがでしたでしょうか？気になる作品は見つかりましたか？読書は普段では絶対に味わえない世界を体
感できるものです。是非自分のお気に入りの作品を見つけてみてください。

生命共済 学生賠償責任保険火災共済
病気やケガを24時間365日、学内・
学外、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。)

他人への賠償を保障します。
一人暮らしをする学生の借家人賠
償責任と火災・盗難等による家財
の損害を保障します。

今日からあなたも 読書デビュー

このお話はclosetという、渋谷にあるセレクトショップ

が必ず登場する短編集です。試着室にて試着中に想いを寄

せる彼のことを頭に思い浮かべる女性たちが主人公。長年

付き合っている恋人であったり、片思いをしている同僚で

あったり、不毛な恋だと分かりながら離れられない不倫相

手であったり。東京で働く女性たちの恋です。超美人なわ

けではなく、モテモテなわけでもない、だけど出来るだけ

綺麗な自分でいたくて、お気に入りの洋服があるclosetに

足を運びます。

最後、closetを営む女性にスポットが当たります。さり

げない気遣いが出来、素晴らしいショップ店員にしてスタ

イリストでもある彼女の恋。好きな人のために綺麗になり

たい。という思いが、このタイトルに繋がります。綺麗な

お話です。ぜひ、みなさんにも読んでいただきたい一冊です。

主人公はある資産家の家に家庭教師の女性。彼女の前に

突如離れに住んでいると言う謎の青年が現れる。会うたび

に態度や性格がまるで別人のように変化するその少年に困

惑しながらも、主人公は次第に惹かれていく。そしてある

時彼が「僕は、実際には存在しない男なんです」と、言う。

この言葉の意味は？主人公の心情・青年の行動から目が離

せない！感涙必至の、長編恋愛サスペンスです。

食生活相談会
～style up project ～

まなぼうさい

↓
↓
↓

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）

OICセンター （ OIC shop内）

BKCセンター （ リンクショップ内）

コープショップカウンター

衣笠

OIC

BKC

APU

完全なる
首長竜の日
著者：乾緑郎

出版社：宝島社文庫

主人公は少女漫画家をしている女性。彼女には自殺未遂

で意識不明で植物状態である弟がいる。彼女は植物状態で

ある患者とコミュニケーションが取れる医療器具「SCイン

ターフェース」を使って弟と対話を続けている。「なぜ自殺

未遂をしたのか」という主人公の問いに、いっこうに答え

ようとせず月日だけが経った。するとある日、主人公の周

りで不可思議な事件が起こっていく。 衝撃的な結末が胸を

打つ。そんな作品です。

自転車無料点検会

あわせておすすめする保険
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ひとことカードとは、組合員の皆

さんの意見などを直接お店に伝え

ることができます。このカードは、

要望を書くだけでなく、日々のエ

ピソードであっても構いません。

こんなお店になって欲しいなどの

声をたくさん寄せていただくと、

より充実した学生生活を過ごすこ

とができるかもしれません。ぜひ

皆さん、気軽にひとことカードを

活用してみてください。

左:欲しいなっと思うものがあ

れば書いてみてください。もの

によっては取り扱いしてる場合

もあります。

右:学生生活を過ごしている中

で、チョコって必要だったりし

ますよね。チョコは集中力アッ

プにも繋がります！しかし、

チョコはチョコでも個人的に食

べたい種類があると思います。

けど売ってない、という状況で

も要求すれば実現するかもしれ

ません。

左：コンビニなどにある、ショー

ケースの中の温かい食べ物って

ふと食べたくなりますよね。『ま

たこの企画やってほしい』など

の一言があれば、これから先も

実現可能になるかもしれません。

右：各キャンパスによって少し

ドレッシングの種類が異なりま

す。他のキャンパスにあるものっ

て羨ましくなりますよね。そん

な些細な独り言でも、ひとこと

カードに書いてみてください！

左：独特の絵が読み手を惹き

つけますよね。このように要求

以外にも、日々のコミュニケー

ションの一環であっても面白お

かしく返答があります！

右：これが欲しいと言った要望

には、具体的なサイズまで書く

と、より商品を入荷してもらい

やすくなったりするかもしれな

いですね。

今月の
私も ひ と こ と

ひとことカードとは？

ひとことカードの場所

利用する方法

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28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16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。

　立命館生協APU事業所において、元パート職員による長

期の売上金着服（約1700万円）が2017年12月にわかりま

した。理事会はこの職員を懲戒解雇とするとともに、12月

25日には組合員の皆様はじめ社会にもこの事実を発表し、

2018年1月の臨時理事会では関係役職員の処分を決定しま

した。また2018年1月以降、業務基準書の見直し・各店で

の取り組み状況の点検などを進めております。

　日頃ご利用いただいている組合員の皆さまの信頼を裏切る

事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。再発防止

の取り組みを強化して参ります。

組合員の皆様へ

衣　笠

BKC

OIC

ひとことカードの置いている場

所からカードを取る。

要望などを記入し、カード置き

場の場所付近の箱に投函。

後日、お店からの返事が掲示さ

れていることを確認。

2017年度　第7回理事会
2017年12月21日（木）
18：30 〜 20：20  
出席理事19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。また食堂メニュー価格改定案につ
いて審議・検討しました。
»主な審議事項　
APU事業所で発生した定時職員の不正着
服について報告があり、「当該職員の懲
戒解雇」「組合員へのお詫び及び社会的発
表について」等、当面の対応方針を議決
しました。

2017年度　第8回理事会
2018年1月16日（火）  
18：30 〜 19：57  
出席理事20名　出席監事6名
»主な報告事項　
APU事業所で発生した定時職員の不正着
服について前回理事会以降の状況や、再
発防止の基本方針、対応策について報告・
共有を行いました。
»主な審議事項　
関係役職員の処分について議決しました。

2017年度　第9回理事会
2018年1月31日（水）  
18：33 〜 20：18  
出席理事18名　出席監事6名

»主な報告事項　
各組織活動、決算報告のほか、監事会か
らの報告を受けました。
»主な審議事項　
食堂メニューの価格改定や、2018年度
投資案件、定時職員の時給改定、APUの
書籍不良在庫処分について審議し、提案
通り決定しました。

2017年度　第10回理事会
2018年3月16日（金）  
18：30 〜 20：40  
出席理事15名　出席監事4名
»主な報告事項／審議事項　
定例報告のほか、2018年度予算案や定期
総代会の開催計画について審議しました。

★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
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