
５月に開催された今年度の総代会（生協の最高議決機関）で「そば

アレルギーの方も安心して麺類を食べることができるようにしてほ

しい」との発言がありました。

まずは、そばの提供数が少ない衣笠キャンパス以学館E-platzで

そば提供を期間限定で中止し、組合員アンケートを実施しました。

アンケートの結果は、約8割の方が賛成と回答いただきました。

なぜ、そばアレルギーの人はうどん・ラーメンを安心して食
べられないの？
生協食堂では、うどん・そば・ラーメンの３種類すべてを同じ釜

でゆでています。

そのため、他の麺類をご注文いただいても釜の中でそばが混入す

る恐れがあり、安心してご利用いただけませんでした。現在は、「そ

ばも同じ釜で調理しております。」との表記を行っております。

今後、他のキャンパスでも声を集約し、検討していきたいと思い

ます。
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立命館のディープな人

～ Team BKC～

劇団月光斜さんにインタビュー！

～心温まる本・映画～
コタツのお供

学生総合共済

　最後まで読んでいただきありがとうご
ざいます。良かったページや、読んでみ
たい記事があったらぜひお聞かせくださ
い！ このQRコードをスマートフォンな
どで読み取り、回答と送信ボタンを押し
てください。次号の参考にさせていただ
きます。ご協力よろしくお願いします。

　今年度総代会でのそばアレルギー

の対応を求める発言は、衣笠キャン

パスで今年４月下旬から実施した組

合員アンケートの声からでした。

　「そばアレルギー表記があいまい」

「そばアレルギー対応を求めたが断

られた」というアンケートがあり、

組合員の代表の総代の「命にかかわ

る問題なので最優先課題として取り

組んでほしい」という発言につなが

りました。

　衣笠・BKC・OICの３つのキャ

ンパスで以下の日程で組合員アン

ケートを主に食堂で実施します。

　みなさんのご協力をお願いします。

次年度の生協をつくるのは
組合員の意見から

５月開催の
総代会の声を実現 そばアレルギーの方も安心して利用できる食堂を

組合員アンケートを実施します！

冬の旅事情編！
立命生の本音。

～冬の過ごし方対決～
リア充 vs 非リア充特

集

劇団月光斜
12月17日～25日



DEEPDEEP立命館
ディープな人

の

　劇団月光斜～Team BKC～の方にインタビューをしました。
演劇を始めたきっかけは何なのか、月光斜の方々が普段どのよ
うな活動をしているのか、どのような思いを持って活動をして
いるのか。今回は、月光斜を代表して、I様、T様の2人にその
話を伺いました。普段演劇を観にいかないという方もこのペー
ジを読めば、観にいきたくなること間違いなし！　I様、T様の
熱い話を是非読んでください！

　大前提として、公演ができる形を作りあげるということがあ

ります。公演をするとしても、団員が参加するかしないかは自

由です。そのため、人がなかなか集まらないということもあり

ますし、準備の段階で人手が足りないということもあります。

ただ、その中でOBさんなどの力も借りながら準備を行い、お

客様に見せられるものを作り上げていきます。そして、最終的

にお客様に見ていただくということを大事にしています。

　今後、月光斜の演劇をみてもらってお客様の皆様に演劇を好

きになってもらいたいです。特に演劇を見たことない人や興味

をあまり持っていない人に私たちの演劇を見てもらいたいです。

　私たちはどの公演にも伝えたいメッセージを込めて演劇を作っ

ています。そのメッ

セージを受け取って

もらえればもちろん

うれしいのですが、

それだけでなく、お

客様に来る前と違っ

たものを感じ取ってもらえればなと思います。また、演劇のこと

を好きになってもらうだけでなく月光斜のことも好きになってほ

しいと思っています。そして、たくさんの人に月光斜のことを知っ

てもらい客席がお客様であふれるようにしていきたいです！

　まず、演技を形にすること。

　全員参加しなければいけないということではないので、人数が

足りない時もしばしばあります。大きなユニオンホールなどでの

公演だったら人手不足になるので、OBの方々や演出しない人た

ちを呼んで、準備の手伝いをしてもらう。そして、お客様に見せ

られる状態にする。これが大前提です。そこから自分たちの演技

をどのくらい向上させられるのかを考え、完成させ、お客さんに

見てもらいます！ お客様を常に意識するようにしています！

　裏方は、基本五つの役割と制作、衣装、メイクの役割が存在し

ます。初めに、どういったことがやりたいかのプラン作りをします。

音効班と照明班は、どのタイミングで音を流したいのか、どの場

面でこういった色の照明を使うかのプランを演出に提示します。

それから、当日までに音を探したり、照明の色を作ったりします。

　また、制作という役割は舞台を行うに至って影の力持ち的存

在となっています。自分たちで、ダイレクトメールや手紙など

裏方的作業を行っています。練習場所や宣伝物の許可を取って

来てくれます。ビラを作ったり、ユニオンにおいてある看板を

印刷業者に頼む作業も行っています。これらの作業が集客に繋

がっています。

　衣装班に関しては、当日に着る舞台衣装を一から制作してく

れています。メイク班は、その舞台にあったお化粧を考え役者

たちにメイクを施します！

大学内での活動はユニオンホールでの公演です。年

に数回行われます。この公演のために二か月前から準備が始ま

ります。道具から衣装、メイクまですべて自分たちで行うので

とても時間がかかります。またより多くの人に見てもらうため

にビラを配ったりするなどの情報宣伝も行っています。

大学外では、幼稚園、老人ホームなどを訪問し、演

劇を行っています。その際に、要望に合った演劇をするため、

訪問先の方々の要望に寄った台本を作り演劇を行っています。

また、大学周辺の高校からの依頼を受けて、毎年一般の生徒た

ちに演技指導をしています。

劇団月光斜 ～Team
          BKC～

大切にしていることは？

今後どんな団体にしていきたいですか？

どんな活動をしていますか？

座
長
Ｈ
・
Ｉ
さ
ん

副
座
長
Ｋ
・
Ｔ
さ
ん

学内活動

学外活動

今後の活動予定   ➡   新歓公演（4月）

・照明　　　　　・宣伝、美術　
・衣装、小道具　・音響　　　　・役者
・メイク　　　　・舞台　　　　・制作

お 仕 事 紹 介

　私は、もともと劇団四季などの演劇を見るのが好きでした。大学

では、どんなジャンルでも良かったのですが、演劇サークルには入

ろうと考えていました。入学して、見学に行ったのではなく演劇を

行っている動画を見せてもらい、舞台上でのびのびと演劇をしてい

るのと舞台が工夫されているのを見て感動しました。また、高校生

から大学生になってここまで成長できるなら、このサークルに入る

のも良いなと思いました。でも、入ろうと思った根本的な理由は、

自分たちで作る！ということが楽しそうで入りましたね。

　私は、高校の文化祭で三年生は絶対に演劇をしなければい

けませんでした。その時に、役者で出させもらって楽しさを

知りました。それで、大学に入ったら絶対演劇サークルに入

ろう！ と決めました。大学に入学して、演劇サークルには

入るつもりだったので見に行ったら、高校の文化祭のレベル

とは違って、クオリティーの高さに驚かされました。舞台を

一から全部組み立てて演技するのは、こんなにすごいことな

のかと思い、感動して、月光斜に入ったのを覚えています！

演劇をしようと思ったきっかけは？
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V S

おすすめ鍋の紹介

　クリスマスを謳歌しているリア

充のみなさんあるあるを集めまし

た。幸せそうでなによりです…！

　城崎温泉といえば、7つの温泉めぐり。それ

ぞれの温泉で違う雰囲気を楽しむことができ

ます。大谿川の柳並木を眺めながら木造の建

物が連なる道を2人出歩くって、素敵ですね。

　京都駅の大階段前のクリスマスツリー

です。駅内に流れるクリスマスソングを

聴きながらツリーを見られるなんてロマ

ンチックですね。京都駅を利用するみな

さんはぜひ立ち寄ってみてください。

　写真の奥や隅っこにお相手
が写ってる！存在を匂わせる
投稿はあるあるですよね。

　まるでキリトリセンみた
い!! 載せたい瞬間がたくさん
あるってうらやましいです♡

　女子は10,000円以内で収める人が多いようですね。一方男子は

15,000円以上と回答した人が4割を超えました！ でも、クリスマ

スプレゼントは気持ちがこもっていればなんだって嬉しいんです(笑)

　女子はセーターやパジャマなどの服をプレゼントとしてあげ

たいという人が多い一方、男子はネックレスなどのアクセサ

リーを贈るという人が多く見られます。

　ほしいプレゼントのアンケートもとりましたが、男女ともにもらっ

た物ならなんでも嬉しいと回答した人が半数を占めていました！

　冬の一大イベントといえ
ばクリスマス!! 去年はどん
なクリスマスでしたか？
　彼氏・彼女がいる人もい
ない人も、今年のクリスマ
スを楽しみましょう！
Happy Holidays☆

　今年も寒くなってきましたね。寒
い冬ですが、クリスマスにバレンタ
インにイベントは盛りだくさん！ 皆
で楽しまないわけにはいかないです
よね!! 今回はリア充vs非リア充形式
でいろんな冬のイベントの過ごし方
をご紹介。生協学生委員会で作成し
たアンケートも参考にしました。あ
なたは誰とどうすごしますか？

VSリア充 非リア充

Instagramに
大量のストーリー

SNSの投稿で
恋人をチラ見せ

その
❶

その
❷リア充あるある

Q.理想のデートプランは？

Q.恋人にあげるクリスマスプレゼントの予算は？ Q.何をあげる予定？

城崎温泉

クリスマスツリー＠京都駅

クリス マス編

　寂しい思いをしているというみなさ

ん！ クスっと笑えるあるあるご用意しま

した！ 笑えなかったらごめんなさい(笑)

　もつ鍋にはミネラルやコラーゲンがた

くさん含まれています。健康にも美容に

も効果があることから女性陣に人気で

す。もし余ってしまった場合は、次の日

焼きそばなどにリメイクする方法もある

そうですよ！気になる方は是非試してみ

てください！

　鍋の定番は何と言ってもキムチ鍋！寒い

冬にはぴったりですよね。一度にたくさん

の野菜が取れるので、野菜不足になりがち

な方には特にオススメです。餃子やチーズ

を入れたり、締めにご飯でキムチ鍋雑炊に

したり…一手間加えることで様々なバリ

エーションの味が楽しめますよ！

　男女ともにイルミネーションが人気で

す。女子はおうちでのんびり、男子はどこ

かへお出かけという傾向がありました！

　大きく誰かと一緒に過ごす人、クリ

スマスもストイックにバイトする人と

いう2つに分かれましたね！ 友だち、

バイトに続いて友だち以上恋人未満の

人と過ごすという意見が…！ 恋が実

るといいですね♡

非リアあるある

◆栄養満点☆もつ鍋◆ピリ辛☆キムチ鍋

　12月24日と25

日はバイトで埋まっ

てしまう…。

その❶
　 リ ア 充 のSNSの

投 稿 を 見 る た び、

ショゲてしまう…。

その❷

クリスマス・イブ
山下達郎

3

好きな
クリスマスソング
ランキング

Q.クリスマスは何をして過ごしますか？

1

おすすめスポット
＼ちょっとしたお出かけに／

トラベルセンターの方にお聞きしました！

この冬ど  うすごす？

Q.理想のデートプランは？
　イルミネーションを見に行きたいという人が圧倒的でした。お出かけではなくお家で

のんびりしたりちょっといいごはんを食べたいという意見も。リア充の皆さんの回答も

似通った意見が多かったです！

　リア充、非リア充の両方から人気の鍋を2つご紹介。みんなでお鍋で温まりましょう！

イルミネーション

おうちでまったり

ちょっといいご飯

夜景

夜景

イルミネーション

All I want for 
Christmas is you 

Mariah Carey

クリスマスソング
back number

2

服
46.7％

マフラー
26.7％

アクセサリー
42.9％

さいふ
13.3％

指輪 6.7％

イヤホン
 6.7％

靴
14.3％

マフラー
14.3％

ケーキ
14.3％

彼女の好みを
探る 14.3％

女 男
女 男

6000円以上
9000円未満

  37.5%

15000円
以上
18.8%

9000円以上
12000円未満 
18.8%

12000円以上
15000円未満
12.5%

3000円以上6000円未満 12.5%

15000円
以上

50%9000円以上
12000円未満

 30%

12000円以上
15000円未満
10%

6000円以上9000円未満 10%

友だちと
遊ぶ
36.8％

バイト
26.3％

友だち以上
恋人未満の
人と過ごす
15.8％

部活
10.5％

未定
10.5％
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12/31～1/1のイベント

　ドバイでは、ギネス記録に登録されている世界最大の花火が

打ち上げられ1分間で1億円を消費しているんだとか！

　パリでは、シャンゼリゼ通りが歩行者天国になり、きれいな

イルミネーションや大量の花火が！

　ニューヨークの中心地のタイムズスクエアでは、豪華ゲスト

のライブや大音量の花火や紙吹雪が打ち上げられる！

　海外でも様々な年越しイベントが行われています！ ここでは

各国のイベントを紹介していきます！

　年末のライブに初めて行ったのは中学生の時です。初めはチ

ケットを取ることができた友達に誘われたから行っただけでし

た。ですが、年末ライブのあの雰囲気が自分にとって感動する

くらい素晴らしくて、はまってしまい、それからはほぼ毎年の

ように足を運ぶようになりました。今では、もはや年末の恒例

行事のような感覚になっ

ています。何回行っても、

また来年も行きたい！ と

感じます。残念ながら今年

は参加することができな

いのですが、また参加した

いと思っています。

◆ USJカウントダウンパーティー

◆ 明石海峡大橋カウントダウンイベント

◆ 南紀白浜カウントダウン花火

◆ ナガシマスパーランドカウントダウン

　今年関西で行われるイベントのスケジュールを一部ですが紹

介しようと思います！ ここで紹介するもの以外にも全国でた

くさんのイベントが行われる予定です。気になったイベントな

どがあれば、みんなでワイワイと年を越してみるのはいかがで

しょうか？ 

アラブ首長国連邦

フランス

アメリカ

海外にも盛りだくさん！
カウントダウンイベント

好きなバンドのライブに！

今年のカウントダウンイベント
＠関西

地元に帰って登山！
全国変わり種お雑煮MAP

年末年始、何してた？

　初日の出を見るために暗い時間から登山。正直なめてました

雪山。パーカーにスウェットにスニーカーで行く場所ではあり

ません。多くの人が日の出を見るために登山するから、踏みし

められた雪で足場はツルツル、何回スキー体験したことか‼︎ 

みんなで助けあって登るから知らない人と絆も生まれます。そ

して、山頂から見る初日の出の感動は言葉では言い表せません。

雲海と赤く染まり始める空、そして見える光の筋。「ああ、今

年はいい年になる。」 直感的に感じました。

　実はお正月にお雑煮以外の汁物を食べる地域もあるんです。それが沖縄県です！ 沖縄県では、

豚のモツ部分を使った「中身汁」がお正月などの祝い事の際によく食べられています。これは昔から

沖縄で親しまれている料理ですが、この中身汁、知らなかったという人も多いのではないかと思い

ます。さて、全国のちょっと変わったお雑煮、いかがでしたか？ 地域によってこんなにも違いが

あるなんておもしろいですよね！ これを機にぜひ、今年はいつもと違うお雑煮や中身汁を楽しん

でみてください！

　一見普通のものに見えますが…実はお餅の中にはあんこがたっぷり

入っているんです。白味噌のお雑煮とあんこ餅で絶妙な甘塩っぱさを

味わうことができます！

香川県

　福岡県朝倉地区に伝わるの

は、まるで茶碗蒸しのような見

た目の蒸し雑煮です！ 全国を探

してみても蒸して調理するお雑

煮はこれだけ！ 中にはちゃんと

お餅も入っています。

福岡県

　クリスマスが終わると今年も残すところあと一週間で
すね！ 平成最後の年末年始、いつも通り家でまったり過
ごすのもいいけれど、何か特別な思い出に残るようなこ
とをしてみたくはありませんか？ 

　あけましておめでとうございます！ お正月といえば初詣
や書き初め、お年玉などがありますが…美味しいおせちとお
雑煮も欠かせないですよね！ ここではRUC局員が選んで再
現してみた全国の変わったお雑煮をいくつか紹介します！

年　末 年　始

　これは中のお餅を取り

出して、きなこにつけて食

べるんです！ 白味噌のお

雑煮ときなこ餅、一度で二

つの楽しみ方ができます！

奈良県

一時
休戦

一時
休戦

私の年末のすごし方

※今回はハゼが手に入らなかった
ので、他の魚で代用しました。

　このお雑煮にはなんと！ 焼

きハゼがまるまる一匹のってい

ます。全国のお雑煮のなかでも

見た目のインパクトは1、2を

争うのではないのでしょうか！

宮城県
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バレンタインデーは
テーマパークへ
行こう！

　バレンタインデーといえば彼女が彼氏にプ

レゼントを渡すというイベントがあります

ね。そこで非リア充はプレゼント交換で対抗

しませんか？ 単なるプレゼント交換では面

白くないので、みんなでビンゴ大会をして、

景品がプレゼントというのはどうでしょう

か？ 友達だからこそ可笑しなプレゼントを

買うのもありですね。誰に何のプレゼントが

当たるのか、ドキドキワクワク！

　リア充じゃなくても某テーマパークで楽し

めるんです！大人数ではしゃいだり、ジェッ

トコースターに乗ってリア充よりももっと楽

しみましょう！ でもテーマパークって何十

分も待たなければいけないですよね…。そ

んな時は無料でダウンロードできる「人狼」や

「ワードウルフ」、「ジェスチャー当て」で待ち

時間も友達と盛り上がってみては？

　バレンタインデーは恋人にプレゼントを贈りたいなあと考えているそこのあなた！　どれくらいの予算にするか、何をプレゼントし

たら喜んでもらえるのか気になりますよね。男女別にアンケートをとったのでプレゼント選びの参考にしてくださいね☆

　バレンタインはチョコレート！というイメージが強

いですが、あえてお家で手料理を振る舞うのはいかが

ですか？　一緒に作るのも楽しそうですよね♥♥♥

実用的なマフラーや手袋は、形に残るので記念にな

ります！お揃いでプレゼントするのも◎

　遊園地のチケットはバレンタインの時期限定ペア

チケットやイベントもあるのでこの機会に行ってみ

るのも良いですね！

　次はバレンタインデー！バレ
ンタインデーといえば、カップ
ルでラブラブに過ごす代表的
なイベントの一つですね♥ し
かーし！ 非リア充も負けてはい
ません！ 非リア充でも充実し
たバレンタインデーを過ごしま
しょう。是非ご覧ください！

　せっかくのバレンタインだし、チョコレートのお菓子を手作りしませんか？　
今回は炊飯器で作れる簡単で美味しいチョコレートケーキのレシピを紹介します!!

炊飯器で作れる！！ チョコケーキ♥

VSリア充 非リア充

ぶっちゃけプレゼントの予算はいくら？ ぶっちゃけ何が欲しい？

最近流行りのシミラールック
で盛り上がろう！

プレゼント交換で
盛り上がろう！

友達とテーマパークで
はしゃごう！

バレンタ イン編
Questions & Answers

ぶっちゃけアンケート

February

Valentine’s Day

Q. 一体何を渡せ
ばいいの？

？

!

？

この冬ど  うすごす？

チョコとか手作りお菓子

はもちろんなに貰っても

嬉しいっす!!

甘いもの苦手な人もいるか

ら、そういう人には別のもの

をあげると良いのかもね！

これを参考にホワイト

デーはうんとお返しした

いな。

❷

❶

❸
❹
❺

● 板チョコ　　● 牛乳　● 砂糖
● ホットケーキミックス
● マーガリン　● 卵 　　● ココア

材　料

A.

板チョコとマーガリンを600wレンジで1分加熱しチョコを溶かした後、牛乳
を入れてかき混ぜる。

卵と砂糖を泡だて器で細かな泡が出るまでよく泡立てる。

❶と❷を合わせて、ホットケーキミックスとココアも入れてよく混ぜる。

炊飯器にマーガリン（分量外）を塗り、❸を炊飯器に流し入れる。

炊飯ボタンを押す。炊き終わったら、竹串を刺し生地がついてこなければ完成！

V S
　衣笠キャンパスとBKCからは約90分、OIC

からは約40分と意外と近い某テーマパーク！

バレンタインデーはテーマパークデートをして

特別な1日を過ごしましょう♥

　カップルでお揃いのテイストを着る「シミ

ラールック」なら、おしゃれで統一感ある、イン

スタ映え映えな写真が撮れること間違いなし！

　テーマパークのフォトスポットでたくさんの

写真を撮って思い出に残しましょう！

2000円～4000円かな。

多い人は5000円以上出

す人もいるそうだよ…！
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心温まる本 心温まる映画

　今回「きっと星のせいじゃない」、「世界一キライなあなたに」

の2作品を紹介しましたが、どちらも恋愛物語になっていま

す。限られた人生の中で、一瞬一瞬を大切にし、大切な人の

心に残るように、懸命に生きるという事の大切さを学びまし

た。是非一度見てみてください！

　寒い冬、｢外に出たくない！｣｢こたつに入って温まっていた

い！｣ と思う方、多いのでは？ こたつのお供はみかん？ アイ

ス？ たまには本などいかがでしょう？ こたつに入って、温か

い飲み物とこちらの2冊をどうぞ。読み終わる頃には体だけ

でなく心まで温まっていること間違い無し‼︎

　限られているからこそ、かけがえのないものがある。主人公たちにとっての、

80分間という時間のように。数学者の博士は過去の交通事故が原因で、80分

しか記憶を保存することができない。80分を過ぎれば、博士の記憶はたちま

ち17年ほど前に戻ってしまう。たった数分前の出来事さえ、なかったことに

されてしまう。それでも、短い時間の中で博士が綴る生き生きとした数字たち

や博士の不思議で温かな人柄は、主人公たち親子と私たちの心を解きほぐして

いく。たとえ博士がすべて忘れてしまったとしても、「博士の愛した数式」はこ

の物語に関わったすべての人の中で永遠に生きつづける。そして、博士という

奇妙で愛しい存在を、忘れることはない。 政策科学部4回生　布施絵梨さん

　この病院に神の手を持つ医師はいない、しかし時に奇蹟が起こる。舞台は長

野県松本市、地域の基幹病院である本庄病院は ｢24時間365日受付｣ を理念に

本日も開院中。主人公はそこで働く内科医の栗原一止。夏目漱石を敬愛する彼

は眠れない当直を越えながら患者のために全力を尽くす。栗原一止、イチさん

は優秀な医者というわけではない。ただ患者に向き合い、治るよう努力し、元

気になるよう力を尽くす。私は思う、もしかしたら栗原一止に会えたこと、そ

れが1番の奇蹟ではないかと。 総合心理学部1回生　成広汐里さん

　この映画は、がんを患っているヘイゼル（シャイリーン・ウッド

リー）と骨肉腫で片足を失ったオーガスタス（アンセル・エルゴート）

の不治の病にかかった若い男女の恋を描いた話です！ 病にかかった

恋愛物語でも、他の作品と違って暗くなく、明るく描かれています！ 

劇中で多くの名言が出てくるのですが、その中でも、「100人より1

人に、広くなくても深く愛された。」というセリフに心打たれました！

 政策科学部1回生　西田斗真くん

　バイク事故で車イスの生活となり生きる気力をなくした青年実業家のウィル（サム・クリ

フリン）と彼の介護を担当することになったルー（エミリア・クラーク）の二人の切ない恋の

物語です。はじめはルーに対して冷淡な態度をとっていたウィルでしたが、ルーの懸命な

努力に二人は少しずつ打ち解け、やがて恋に落ちます。見所は、一度は生きる気力をなく

したウィルが後に必死に生きようとし、「生きる」について考えさせられるところです！  

政策科学部1回生　宮川岳くん

博士の愛した数式（小川 洋子）

神様のカルテ（夏川 草介） きっと星のせいじゃない

世界一キライなあなたに

　寒い日が続いていますが、皆さまいかがお過
ごしですか？ 今回は、冬は寒いから外に出たくな

い！ という人のために、コタツにいながら楽しめる
「心温まる本・映画」を本好き・映画好きな立命館生に
紹介していただきました！ 寒い季節ですがこれを読んで

心も体も温まる快適こたつライフを送ってください‼
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京北秋の田舎体験ツアー(11/17)

　 組 合 員 に 京
北地域について
知ってもらうため
の企画です。芋
掘り、そば打ち、
餅つき、味噌作
りの体験や調理
実習を行ってい
ただきました。

食生活相談会
～style up project～(11/20、21)

　食生活相談会では、大学生が食生活を見直す機会の提供を
目的に活動しています。今回は冬の乾燥肌を食から対策する
ブースを設け、多くの組合員に参加していただきました。

おかずDE1アップ(11/19～23)

　栄養士さんとの相談のもと、肌の調子を整えるおかずを選
定し提供しました。また、そのメニューの栄養素がわかる
POPを作成し、提示しました。

秋季自転車無料点検会(11/6)

　実際にプロの整備士の方をお
呼びして点検していただきまし
た。今回新設した交通ルールに
関する動画ブースや大学周辺の
ハザードマップなど充実した
ブースで参加者のみなさんに満
足していただきました。

総代事後報告会(11/9、15)

　5月に開催した総代会の総代にむけて、意見の反映状況を
伝えたり、職員さんを交えて意見交流をし、その後各班から
出た意見を発表しました！今後の運営に生かしたいです！

秋季ヘルスケアマネジメント(11/12)

　先日開催されたヘルスケアマネジメント、食生活相談・禁
煙相談・美容・飲酒ゴーグル等々計９つのブースを用意し、
今回は８０人の方々に参加いただけました。

秋のバイクチェック(11/5、12)

　秋の原付・バイクチェック
は、プロの整備士の方に原付
やバイクの点検をしてもらっ
ています。他にも、事故多発
場所の紹介、給付事例を通し
て、給付の申請方法について
の説明を行いました。

ユニオンカフェテリアメニュー総選挙
(11/12～15)

　選挙について関心が低くあまり知らない人たちにも選挙へ
の関心を持ってもらうために、ユニオンカフェテリアのメ
ニューを実際の選挙に近づけた形式でみなさんに投票して決
めてもらいました。

秋の健康チェック(11/20、22)

　今回の健康チェックは前回
からさらに視力ブースの数を
増やし、血管年齢や体組成な
ど普段目にすることがない珍
しい機械を使って参加者に測
定していただきました！

秋季スポーツテスト(10/18）

　垂直跳び測定などのス
ポーツももちろん、運動
理論の説明なども行い
ました。春にも企画を予
定しているので、お楽し
みに！ 

ハロウィン企画(10/30、31）

　様々なゲームや謎解きを用
意して、ユニコの利用を促進
しました。また、抽選でディ
ズニーペアチケットが当たっ
たりと、豪華なハロウィンを
満喫してもらいました！

総代報告会(10/25、26)

　この企画では生協職員による店舗に関する報告や、学生委
員による食堂の混雑緩和や丼ペリに関する企画の紹介を総代
さんや組合員さんに向けて行いました。また、コープクラブ
を知ってもらうために、コープクラブ会員会議で考案したメ
ニューの試食会を行いました。

秋の自転車無料点検会(11/2、7、9)

　秋の自転車無料点検会で
は、自転車での身近な危険を
知ってもらうために、飲酒ゴー
グルの体験やイヤホンを使っ
て聞き比べをしてもらう新し
いブースをつくりました。

しぇるふchange(9/28)
　総代会で出た意見をもとに行われた企画です。至徳館購買
部で取り扱っている商品の中から、存心館食堂で販売してほ
しいガムを選んでもらいました。

みんなで作るPOP企画(10/29)

　身近なテーマで組合
員さんにポップを作っ
てもらいました。組合員
さんの選んだ本の魅力
がポップに書かれ本と
一緒に並んであります。

自転車無料点検会(11/1)

　整備士さんを呼び、自転車を点検していただきました。そ
の間に参加者の皆さんにハ
ザードマップに危険個所を
マークしてもらったり、自転
車に関するクイズを行いまし
た。自転車に関する危険性を
再確認していただきました。

衣 笠

BKC

活動報告 O I C

3
キャンパス ビブリオバトル

　３キャンパスそれぞれで開催されているビブリオバト
ルは、参加者が自分のおすすめする本を持ちより、その
本の魅力について発表し、最後にどの本が１番読んでみ
たいかを投票で決める企画です。

衣笠 BKCOIC10/22 10/23
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本音。の立命生 　今回は立命生の皆の冬の旅行についてアン
ケートを取りました。これから年末年始や春休
みに旅行の予定がある人、今年は行かないけど
来年は行くぞという人は是非参考にしてみてく
ださいね。

今 知 っ て お き た い！！

ウィンタースポーツ経験者は
初心者と行くの実際どう？Q. 何回旅行行く？ Q.

　皆さんいかがでしたでしょうか。今回は立命生の年末年始・春休みの期間の旅事情についてでした。参考になりましたでしょう

か？冬はクリスマスにバレンタイン・ホワイトデーなどイベントがたくさんあり、各地でイルミネーションやプロジェクションマッ

ピングなどが行われるのでそれを観に行くのもいい過ごし方ではないでしょうか？風邪や事故などにはくれぐれもお気をつけてお

過ごしくださいね！ それでは次は春号でお会いしましょう。

Q. ホテル派？ 旅館派？
　立命生は圧倒的にホテル派の人が多いようです。旅館は布団、ホテルはベッドという

違いが一番の違いだとは思いますが、それぞれにはそれぞれの良さがありますのでホテ

ル派・旅館派の人もそれぞれどちらも利用してみてくださいね。

Q. 何泊しますか？
　全体的にそれぞれ一定の人数がいるみたいです。1泊と2泊が上位2位を占めているの

で、長期休みは皆さん泊りで旅行に行くようですね。日帰り旅行も3位と安定の人気です

ね。低予算で出かけられることは日帰り旅行の強みですね。皆さんは何泊しますか？是非

ともこの結果を参考にしてみてくださいね。

　嫌という回答の中

には「上手くなりた

い」という気持ちが

あるなら一緒に行き

ますという回答があ

りました。初心者の

方もこの冬に経験者

の人にウインタース

ポーツを教わってみ

てはどうでしょう？

　皆さんの予想はどう

でしたでしょうか？今

回は3月ごろまでを期

間としてアンケートを

取りました。金欠の大

学生にとって旅行は予

算が掛かるので１回や

行かないという回答が

多いのは予想できたか

と思います。

Q. 何で行く？
　使い勝手の良い車と電車が圧倒的人気でした。最

近はレンタカーも安く借りられますし、レンタル代

やガソリン代も皆で割り勘すればとても費用を抑え

られるので人気があるようですね。電車は遅延など

が起きない限り時間通りに目的地へ行けるため時間

が計りやすくて人気のようです。何で行くにしても

事故などにはくれぐれもお気をつけください。

Q. 正直誰と行きたい？
　同性の友達が堂々の１位でした。次いで恋人が多い結果となり

ました。家族旅行よりも友達などと旅行に行くのは大学生らしい

傾向ではないでしょうか。

Q. 予算はいくらで収めたいですか？
　日帰り希望の方はやはり予算は１万円程度には納めたい傾向にありまし

た。１泊以上する方は当然のことながらそれなりの出費を覚悟されている

ようでした。5万円前後の方は2泊以上の人が圧倒的でした。皆さん旅行

にいく予定を立てる際の予算組みの参考にしてみてくださいね。

家族 9％

33%
恋人

52%
同性の友達

異性の
友達 6%

58%
1回

17%
行かない

17%
2回

3回 8％

41%
車

40%
電車

15%
飛行機

夜行バス 
4％

27%

1万円～
2万円未満

29%

2万円～
3万円未満

13%
1万円未満 

15%

3万円～
4万円未満

5万円以上 10％

4万円～5万円
未満 6％

21%
日帰り

38%
1泊29%

2泊

3泊
以上 
12％

65%
ホテル35%

旅館

75%
いいと思う

13%

初心者だから
わからない

10%
嫌

どちらでもよい 2％

冬の旅行編
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学生総合共済
　日に日に寒さが増し、お鍋が美味しい季節です！ 冬と言えばスキーやスノーボー
ドなどの楽しいことがいっぱいですが、ケガや事故に遭わないように注意が必要
です。ここでは冬に起こった事故による給付事例を紹介します！

　冬は風邪を引きやすい季節ということ
で、このコーナーでは美味しくてなおかつ
風邪予防にも効果抜群なメニューを紹介し
ていきます！

　このように、通学中のケガや運動中のケガなどはも
ちろんですが、事例のようにアレルギーによる入院や
アルバイト中、料理中のケガでも共
済金が給付されることがあります。
なにかあればキャンパスの組合員セ
ンターに相談しよう！

　しょうがには辛味成分のジンゲ
ロールにより身体を温める効能が
あり、ねぎの白い部分はビタミン
Ｃが豊富なので発汗促進や解熱
などの効能が期待できます♪ ま
た、香味野菜にはあまり知られて

いない効能が沢山あり、にんにくにはアリシンという体を元気にす
る成分が含まれています！

　学生総合共済は、困ったときに学生どうしでたすけあえる制度です。と、これだけでは中々
分かりづらいので、どういったものなのか詳しく説明すると、全国の加入者があらかじめ一定
の掛金を出し合って協同の財産を準備し、加入者の病気やケガ、父母扶養者の万が一の際に、
その財産から共済金を支払うことによって、加入者の経済的な損失を補い、生活の安定をはか
るというしくみなのです！

　イタリアンレストランでバイ
ト中にオイル缶のふちで左手の
指を切ってしまった。

　風邪気味の状態が続いたため
漢方薬を飲んだところ、アナフィ
ラキシーショックを起こし病院
へ搬送、そのまま入院となった。

　雪の日にバイクで大学に向
かっているとき転倒して、左膝
を打撲した。

　学園祭の準備中、床に落ちて
いるものにつまづいて右足首の
靱帯を損傷した。

通院11日
固定算定日数5日

　スキー場でスノーボードをし
ているとき、転倒して下顎骨を骨
折した。

● 豚肉200グラム  ● 生姜チューブ5㎝
● 砂糖小さじ2杯  ● 酒大さじ2杯
● 醤油大さじ4杯  ● みりん大さじ4杯

フライパンで焼くだけ！
冷凍庫で保存しておけば、いつでも解凍して焼くだ
け！ すぐに食べられます。

学生総合共済

そもそも
学生総合共済

って？

給付事例

32,000円給
付
額 134,000円給

付
額

40,000円給
付
額 10,000円給

付
額

12,000円給
付
額

アルバイト

中に

治す

はずが

雪の

日に

学園祭の

準備中に

ウィンター

スポーツで

共済加入・給付申請のご相談・申し込みはこちら

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

OIC

BKC

APU

◆ 豚の生姜焼き ◆ ◆ 香味野菜の温うどん ◆

● うどん1玉
● にんにく1片
● しょうが（すりおろし）大さじ1杯
● 長ねぎ4分の1本
● 生卵1個
● 白だし大さじ1杯
● 水300㎖

❶にんにくを薄切り、長ねぎ
を小口切りしてしょうがは
擦っておく。

❷鍋に水、にんにく、しょうが、
ねぎを入れる。

❸中火にしてからうどんと白
だしを入れて2分間煮込み、
途中で生卵を割る。

❹卵が煮えてきたら完成！

作
り
方

作
り
方

材
　
料

材
　
料

冬の寒さに負けるな!!

風邪予防メニュー

入院4日 通院5日

通院6日

入院10日
通院5日
固定算定日数12日
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Namaste! 3月からインターンシップという形でインド

に滞在していますTです！ もうインドに来て、はや8カ月

は過ぎ、たまに日本よりインドの方が居心地良いと感じる

時さえあります。 基本首都のデリー近辺で生活してますが、

インドは場所により

話している言語も異

なったり、菜食主義・

アルコール禁止の地

域があるなど、日本

と異なることがたく

さん存在し、毎日が

驚きです。違うこと

も多いですが、日本

と若者の文化は似て

るところ多いです。

スマホで自撮りたく

さん撮りますし（写真

チェック厳しいです、

でも撮るのは下手で

す笑）、Tik Tokで可

愛くダンスする子た

ちもたくさんいます！ 

こういった文化を垣

間見ると、若者が好

きなことって国籍関係ないのかもなと。海外に出かけて、

カルチャーショックな事が多いですが、日本との共通点を

探したりすることもオススメです。ぜひ試してみてくださ

い。

　　★至徳館購買部内
　　★ふらっと内
　　★各食堂内

あ～る　  ゆ～　  し～
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APU　CO-OP報告
　ひとことカードとは、立命館大学でのキャ
ンパスライフが学生さんにとってより良いも
のになるよう組合員である皆さんの要望や意
見に応えるために生まれたカードです。普段
過ごしていて“これ欲しいなー”と思うようなことがあれば、
ひとことカードを使うチャンス！ カードに要望を書いてみ
てください！ 書かれたカードのリクエストが実現するかも
しれません！ カードは各キャンパスの購買または食堂の横
に設置してあるので皆さんも是非活用してみてください！

　キャンパス人口の約半数が国際学生というAPU。反対にAPUから海外への日本人学生もたくさん！ ということでこの
報告もスイス留学→メキシコ留学→そして今回はインド編！ 本当にワールドワイドですね。ではインドにいるY.T君（APM
３回生）からのレポートです。

理 事 会 報 告

　　★OICカフェテリア
　　★OIC Shop入口

　　★ユニオンショップ前
　　★リンクショップ入口　　
　　★各食堂内

OIC衣笠 BKC

場　所

利用のしかた

衣
笠

B
K
C

O
I
C

ひとことカードの置いている場
所からカードを取る。

　その気持ち伝わっているといいです

ね！ひとことカードは、様々なメッセー

ジを書くことができる場所なので、是非

書いてみてください！

　とても可愛い絵に惹かれますね。本など

の置いてほしいものがあれば、このひとこ

とカードに書いてみてください。入荷が決

まっているものもあるかもしれません。

　美味しかった食べ物の復活の日は気に

なりますよね？！もし復活が決まってい

なくても、ここに書くことによって復活

が決まる…♡ なんてことも！！

後日、お店からの返事が掲示さ
れていることを確認。

要望などを記入し、カード置き
場の場所付近の箱に投函。

今月の私も

ひとこと

2018年度　第4回理事会
2018年９月22日（土）
14時00分～16時55分 
出席理事17名　出席監事６名
※OICにて合同理事会として開催
»主な報告事項
・  学生委員会などの組織活動や、全国教職
員セミナーの参加報告が行われました。
・  リンク食堂洗浄機更新や、事業連合合
併に関わる議決について報告がありま
した。
»主な審議事項　
・  新学期方針と合わせて、上半期の経営
状況を踏まえた下期活動重点について
審議・議決しました。
・  「OICプロジェクト結成」や「最低賃金
引き上げに伴う対応方針」について議

決しました。
»その他　
・  2019年度からの新共済・保険制度につ
いての学習会を実施しました。

2018年度　第５回理事会
2018年10月17日（水） 
18時30分～ 20時10分 
出席理事23名　出席監事７名
»主な報告事項　
・  組織活動のほか、全学協議会への出席
報告がありました。
・  BKC、OICの各プロジェクトの状況、
生協アプリUnicoの運用状況の報告が
ありました。
»主な審議事項　
・  BKCアクロスウィングへの店舗開設に

ついて審議・議決しました。
・  学園からのシーキューブに関する要請
への対応方針について確認しました。

2018年度　第６回理事会
2018年11月21日（水） 
18時30分～ 20時15分 
出席理事19名　出席監事８名
»主な報告事項　
・  組織活動のほか、学生生活実態調査の
結果報告（一部）がありました。
・  BKC、OICの各プロジェクトの状況、
2019年新規採用者に関しての報告が
ありました。
»主な審議事項　
・  BKCプロジェクトに関して審議しました。
・連合会総会代議員を決定しました。
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