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アンケートにご協力いた
だいた方に抽選でプレゼ
ントをお贈りします！

Present

■ PROFILE
大阪府出身。2010年に国際関係学部を卒業し、 
株式会社サイバーエージェントに入社。アカウントプラ 
ンナー、新規事業担当プロデューサーなどを務めた後、
2013年に同社の子会社として株式会社CA Tech 
Kidsを設立し代表取締役社長に就任。プログラミン
グスクール「Tech Kids School」や「Tech Kids 
CAMP」の展開をはじめ、プログラミングコンテスト
なども開催。文部科学省の「小学校段階における論
理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプロ
グラミング教育に関する有識者会議」委員も務め、小
学校の「プログラミング教育」必修化にも尽力した。

世界をより良く変えるための 
「テクノロジー」を子どもたちに

「IT教育で世界が良くなっていく。それがやりがいです」
小学生向けのプログラミングスクールを運営する株式会社CA Tech Kids。

直営教室「Tech Kids School」を主軸に、フランチャイズ教室「QUREO  
プログラミング教室」を全国に約2,300教室展開し、急拡大を遂げている。
2013年、親会社の株式会社サイバーエージェントがIT教育事業の立ち上げを
計画した時、新会社の代表を打診されたのが上野朝大さんだった。「社会に直接
貢献できるような事業をやってみたい」と日頃からアピールしていた意欲が買わ
れての抜擢に、「期待に応えたい」と二つ返事で引き受けたという。
国際的な教育が充実しているところで学びたいという思いから、立命館大学

国際関係学部に進学した。2回生の時には1年間、ノルウェーに留学。「田舎で
牧歌的な環境ながら考え方や社会制度は先進的。日本とはまるで違う価値観
や世界を存分に知りました」と振り返る。そうした体験や学部での学びを通じて
「世界をより良く変えていくことに寄与したい」という気持ちを膨らませた。

いまや小学校でもプログラミング教育が必修となり、普及が進む。その中で
「私たちが目指すのは『テクノロジーを武器として、新しい価値を生み出すこと
のできる人材』の育成です」と上野さんは力を込めて話す。「プログラミングはあ
くまで『道具』。大切なのはそれを使って何をするかです。興味のあることを深掘
りしたり、身近にある困り事を解決したり、ITによって今までできなかったことが
できるようになる、そんな具体的な成果を出せる力を育てたい。それはきっと子
どもたちを強くすると思うからです」と言う。そのため「Tech Kids School」では、
あえて大人が使うソフトで教える。大人が上限を設けなければ、子どもたちは高
度な技術も難なく受け入れ、使いこなしていく。中には販売されるほど高度なア
プリを作る子どももいるという。
「日本中、そして世界中に私たちの教育スキームを広げ、世界の子どもたちの
ITレベルを上げていきたい」と展望を語る上野さん。「一人ひとりのITレベルが
上がれば、それによって生産性が高まり、社会課題の解決を可能にして、人類を
より進歩させていくことができる」と確信する。「世界を変える」。学生時代に描
いた夢が、IT教育を通じて現実のものになろうとしている。
  撮影：岡田 一也
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新しい
学びのカタチ
新型コロナウイルス感染症の猛威によって大きく変わったものの中には、学校もある。

毎日登校し、教室で学ぶだけでなく、

ICTを活用したさまざまな学び方が一気に広がった。

社会の変化に伴って、今、そして未来に求められる学びも変わっていく。

今回は、未来に目を向け、これまでにない「学びのカタチ」を生み出し、

社会で新しい教育に挑戦している校友に注目した。

撮影：P4-7  岡田 一也

│巻 頭 特 集 │

3AUGUST 2021

https://alumni.ritsumei.jp/kaihou_ritsumei/questionnaire/


̶ 巻頭特集 ̶ 新しい学びのカタチ

当は大学で哲学を学びた
かった。世の中の問題を解
決するために『行動する哲

学者』になりたいと思っていました」。そう言っ
て笑顔を見せるのは上羽智文さん。社会人向
けオンライン学習動画サービスを提供する株式
会社Schooに創業当初から加わり、現在、複
数のプロダクト責任者を務める。一見、哲学と
は無縁の場所にいるように思えるが、心に秘め
た想いは変わらないと話す。
「『哲学では食べていけないぞ』と親に諭さ
れて」経済学部に進学した上羽さん。最初は
消極的だったが、学ぶうちに経済学のおもしろ
さに惹かれていったという。「例えば経済格差
といった社会の課題を解決し、人がどうしたら
幸せになれるのかを追求する。その点では、経
済学は哲学に近い学問だと感じました」。学び
だけでなく、課外活動にも積極的に取り組ん
だ。経済学会学生委員会に所属し、経済界で
活躍する人を招いた講演会の開催や雑誌制
作などの活動に携わった。一方で、友人と男
子学生によるスイーツ作りサークルを設立。生
協に協力を得て食堂で食べてもらえるメニュー
を企画したり、地域の祭りに手作りの菓子を提
供したりするなど活動の幅を広げ、3年間で所
属人数100名を超える規模にまで成長させた。
「組織やビジョンをつくり、たくさんの人とつな
がりながら目的を成し遂げる。それを経験した
ことが、現在にも生きています」と語る。
中学時代からホームページ作りに熱中し、独
学で身につけたWebデザインの知識やスキル
が買われ、卒業後はデザイナーとしてヤフー株
式会社に入社。3年が過ぎ、独立を考えていた
時にSchooを創業したばかりの現社長と出会
い、「世の中から卒業をなくす」というミッション
に共感し、入社を決めた。
「とはいえどのようなサービスをつくるのか、
ほとんど決まっていませんでした。毎日創業メ
ンバーと議論し、文字通り寝る間も惜しんで新
しい学習サービスを考えました。最初の3年間
は今振り返ってもほとんど記憶がないくらい忙

しかった」と苦笑いする。さまざまなジャンルの
コンテンツや機能を開発してはユーザーの反
応を確かめ、改良を重ねる中で気付いたこと
があると話す上羽さん。それは「本当に学びを
必要とする人こそ学ぶ機会を得られていない」
ということだ。「やりたいことが定まっていない
学生時代には学びの選択肢が豊富にある反
面、社会に出て実際に困難に直面し、本当に
知りたいことが出てきた時には学びの場がな
い。そうした学習機会の『ねじれ』に多くの社
会人は苦しんでいるのではないか。これを解消
したいと思いました」。それが現在のオンライン
学習サービスの根幹となった。
これまでに配信してきた学習動画は実に
7,000本を数える。上羽さんらが意識している
のは「『今』多くの社会人が必要としている情
報を届けること」だという。「特定の資格やスキ
ルを身につけるための学校は他にある。私た
ちは例えば『年下上司とのつきあい方』という
ような、もっと身近でリアルなニーズに応えた
いと考えています」と語る。「楽しく学び続けら
れる」ことを重視し、機能面を充実させるのも
Webデザイナーとしての上羽さんの役割だ。毎
日配信するオンライン生放送授業では、一方
的に講師が講義するのではなく、受講生代表
との対談形式にし、ユーザーとの双方向のコ
ミュニケーションを実現するなど、視聴者の興
味を促す仕掛けを考え、機能に反映させる。
Schooの試みは、さらに広がりを見せてい

る。現在上羽さんが進めているのは、企業など
の法人向けサービスや大学などの教育機関へ
のオンライン学習のソリューション提供だ。「な
りたい職業のスキルを、家にいながら習得で
きる。知識を得たいときは、世界中の大学の授
業が受けられる。一緒に考える仲間に出会え
る。将来は、そんな風に学びが当たり前のよう
に生活に馴染んでいる社会をつくりたいです
ね」と展望を語る。
「目指すのは、全ての人が一生涯学び続け
られる社会です」。そのために上羽さんたちの
挑戦は続く。
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誰もが一生涯
学び続けられる環境をつくる。
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株式会社Schoo プロダクト企画ユニット 
法人事業／DX事業プロダクトオーナー

PROFILE　京都府出身。2009年、経済
学部を卒業後、ヤフー株式会社にデザ
イナーとして入社。個人向けサービスの
デザイン・開発に従事する。2012年、創
業メンバーとして株式会社Schooに入
社。サービスデザイン、UIデザイン、プロ
ダクト開発を中心とし、授業編成やデー
タ分析などを担当。現在は法人事業／
DX 事業プロダクトオーナーとして、企業
や教育機関向けのサービスやソリュー
ションの開発に取り組む。
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「学び方」をコーチング。 
英語学習を根本から変えた。
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株式会社プログリット 
取締役副社長COO

̶ 巻頭特集 ̶ 新しい学びのカタチ

PROFILE　愛知県出身。在学中にシ
アトルに留学し、共同創業者の岡田
祥吾氏と出会う。2013年に卒業後、株
式会社リクルートキャリアに入社し、中
小企業向け求人広告の営業や企業の
抱える人事課題のコンサルティング業
務に従事。2016年9月、岡田氏ととも
に株式会社プログリットを創業。

6 AUGUST 2021

語を教えるのではなく、「学び
方」のコーチングによって英語
力を伸ばす。これまでにない

サービスが支持を集め、急成長を遂げている
株式会社プログリット。創業からわずか4年余
りで受講生は延べ1万人を超え、現在も増え
続けている。山碕峻太郎さんは学生時代に留
学先で出会った岡田祥吾さんと意気投合し、
後に二人で同社を立ち上げた。
「英語学習において重要なのは、『良質なコ
ンテンツ』と『その人に合った学習方法』、そ
して『継続すること』の三つ。これまでの英語
教育のほとんどは『コンテンツ』にフォーカス
されてきました。私たちは、後の二つに着目。
エビデンスに基づいて一人ひとりの目的に合
致した最も効果的な学習法とカリキュラムを提
案するとともに、それを継続できるよう伴走支
援することを主軸に置いています」と山碕さ
ん。正しく学べば誰でも英語を習得できる。し
かし自分に合った学習法を見つけられないこ
と、そして続けられないところに課題があると
考え、徹底してサポートするプログラムをつくり
上げた。
山碕さん自身が英語の重要性を最初に実
感したのは、大学1回生の夏休みにオースト
ラリアを一人で旅した時だった。「初めての海
外で英語はまったく分からず、何をするにも苦
労の連続で、自分がいかにちっぽけな存在か
を痛感しました。それが、どこの国へ行っても
自信を持ってやっていける力をつけたいと強く
思ったきっかけでした」と言う。その後、大学
のプログラムで1カ月間のメルボルン短期留
学を経験し、さらにアメリカ・シアトルに留学。
英語力があれば、世界が大きく広がることを
体感した。そしてこの留学中に岡田さんと運命
的な出会いを果たす。対照的な性格ながら互
いを尊敬し、刺激を受け、「いつか一緒に起業
しよう」と語り合う仲に。大学を卒業し、株式
会社リクルートキャリアで経験を積んだ後、そ
の約束を現実のものにした。
現在の事業にたどり着くまでには、迷った

こともあった。「私たちが心から信じ、情熱を
持って打ち込めることは何か。二人でとことん
話し合う中で浮かび上がってきたのが、『英語
ができれば世界が変わる』、そして『やりきれ
ば、必ず達成できる』という確信でした」と山
碕さん。学生時代の海外経験に加え、前職で
仕事を「やりきる」ことで成果を出す経験を積
んだところも二人は共通していた。「『英語』と
『やりきる』の二つを組み合わせて『日本で
一番英語力が伸びるサービス』をつくる。その
信念でスタートしました」
こうして英語教育界に新風を吹き込んだ山
碕さんだが、元来は「なるべくリスクを回避し
たい」慎重派。その山碕さんが起業を考える
ようになった転機も大学時代にあるという。海
外に関心を持ったことをきっかけに、仲間と国
際協力団体「IROHA」を設立したことだ。一
過性の支援ではなく、自国の問題を自分たち
で解決していけるよう後押しする持続的な支援
が必要であると考え、カンボジアに学校を設
立し、教育機会の創出に取り組んだ。その中
で「組織をつくり、そこに関わる人が輝くこと
が何よりうれしいと気付いた」と明かす。プロ
グリットを創業し、170名もの社員を抱えるよう
になった今もその思いは変わらない。「一緒に
働く社員に『人生が豊かになった』『成長した』
と感じてほしい」という思いが全力で走り続け
る原動力だ。輝かせたい対象は社員から受講
生、さらに社会へと広がっている。
「いずれは社会人に限らず、子ども向けの教
育やその親御さんのコーチングにもチャレンジ
したい」と山碕さんは言う。「英語学習は早く
始めるほど習熟スピードも速いし、何より早く
身につけた分だけ、その後の人生を大きく変え
られるところにやりがいを感じています」。「や
りきる」経験が達成感や自信を生み、それが
新たな目標に挑戦することにつながっていく。
その可能性は英語学習にとどまらない。「目指
すのは『世界で自由に活躍できる人を増やす』
こと」。そうビジョンを描く山碕さんたちが、これ
からの教育を変えていくかもしれない。
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住宅メーカー・株式会社アキュラホームの社員ながら、
プラスチックゴミ問題に一石を投じる「木のストロー」の開発に取り組み、

商品化に成功した西口彩乃さん。
その取り組みは企業の枠を超えて広がっている。

新しいことに次 と々挑む、その情熱の源について伺った。
撮影：岡田 一也

歴 史的建造物などの建物に興味があり、大学に

入ったら建築を学びたいと思っていました。女

子高だったこともあって多様な学生が集まる総合大学に

憧れ、とりわけ理工系学部が充実していると聞いた立命

館大学に進学しました。

残念ながら第一志望の学科への合格は叶わず、最初は

なかなか学びに積極的になれなかった私が変わったのは、

ゼミに所属してからです。ゼミ選びの際に興味を引かれ

たのが、環境マテリアル研究室。コンクリートを材料に楽

器を作ることがテーマの一つに掲げられていて、子どもの

頃からピアノやバイオリンを習い、音楽が大好きだった私

は一目で「おもしろそう」と思いました。3、4回生では岡

本享
たか
久
ひさ
教授の指導の下、ハンマーダルシマーという打弦

楽器の製作に挑戦。厚さ1～2㎜ほどの超高強度繊維補

強コンクリートの板材を使い、楽器を製作しました。｢全国

手づくり楽器アイデアコンテスト｣ に出場し、審査員や観

客の前で、SMAPの「世界に一つだけの花」を演奏した

ことが心に残っています。

面倒見が良く、温かな人柄の岡本先生を中心に学生同

士の仲が良いことも魅力でした。卒業後も折に触れて岡

本先生を囲んで集まるなど、今も私にとって大切な財産に

なっています。

住宅メーカーで「木のストロー」を開発?! 

大学では叶わなかったものの、「建築に携わりたい」とい

う思いは変わらず、卒業後は木造の注文住宅を手がける住

宅メーカーの株式会社アキュラホームに入社しました。2年

間営業を経験した後、広報課へ。そこで取り組むことになっ

たのが、住宅とは畑違いの「木のストロー」の開発でした。間伐材を使い、環境に配慮した「木のストロー」

「木のストロー」の開発から教育へ、 
広がる可能性

株式会社アキュラホーム SDGs 推進室 室長  

西
に し

口
ぐ ち

 彩
あ や

乃
の

さん（’12理工）

R I T S U M E I  I N T E R V I EW
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広報の重要な仕事の一つが、テレビや新聞などのメ

ディアに自社を取り上げてもらえるよう働きかけること。

2018年8月、その活動の中で知り合った環境ジャーナリス

トの竹田有里さんから「間伐材で『木のストロー』を作れ

ないか」と持ちかけられたのが始まりでした。ちょうど廃プ

ラスチックによる海洋汚染が世界的に問題になっていた頃。

環境への取り組みは、会社にとっても重要だと思い、上司

に開発を掛け合いました。けれど当社の事業にまったく関

係のないストローの開発がそう簡単に認められるはずが

ありません。何度も何度も企画書を書いては提出し、会社

にその意義を訴えました。やっとのことで開発の許可を得

て喜んだのも束の間、その後はもっと大変な日々が待って

いました。

そもそも「木のストロー」を誰も作ったことがなく、手本

もノウハウもありません。自分で試行錯誤しながら作り方

を模索していく他ありませんでした。どこから材料を調達

するか、ストローの形や大きさはどうするか、どうやって接

着すればいいのか、接着剤の安全性をどう担保するか

……次から次へと難問が湧き出てきました。素人の私一人

では到底太刀打ちできません。上司や周囲の社員はもち

ろん、社内の研究開発部門、地域の町工場、思いつく限

りの人に相談し、話を聞いてくれるところならどこへでも足

を運び、知恵を借りました。朗報が飛び込んできたのは、

その最中。東京にある高級ホテルが「木のストロー」のコ

ンセプトに共感し、導入を考えてくださるというのです。そ

の後、辛抱強く開発を後押ししてくださったことが、大きな

力になりました。

また、スライス板を貼り付ける接着剤の強度に課題を抱

えていた時、立命館大学の恩師・岡本先生にも相談に乗っ

ていただきました。研究室で指導してくださった時と変わ

らず気さくに話を聞いてくださり、構造力学の観点から貴

重なアドバイスをいただきました。

「本当にできるのか」。押し寄せてくる不安と闘いながら、

目の回るような忙しさにクタクタになる毎日が続きました。

「木のストロー」のため、周りの社員に本来の業務以外の

仕事をお願いしていることも心苦しく、「これで良いのか」

という迷いも消えませんでした。自分のためだったら、とっ

くに諦めてしまっていたと思います。社内で支えてくれる

人や、開発に協力してくださる社外の多くの人たちに報い

るためにも完成させたい。その一心でした。

こうして紆余曲折を経て完成させた「木のストロー」は、

想像をはるかに超えて大きな反響を呼びました。2019年

に行われたG20では、大阪サミットをはじめ各地で行わ

れた会合に計約7,000本を提供するなど、その後、一企

業の枠を超えた取り組みへと広がっています。

企業の枠を超え、教育にも挑戦

今振り返っても「やらない方が楽だった」と思うことばか

りですが、後悔はありません。新しいことに挑戦し、やり

遂げて初めて見えてくる世界があることを実感したからで

す。「木のストロー」を開発したことによって、私自身の視

野も、人との出会いも、また活動の舞台も驚くほど大きく

広がりました。

国から「SDGs未来都市」に選ばれている横浜市との取

り組みもその一つです。同市と連携し、地域の木材を使用

し、地域の高齢者や障がいのある方々に木のストローの

製作を担ってもらう「地産地消モデル」を構築しました。こ

れによって、「木のストロー」作りを当社だけの取り組みに

留めず、社会的な活動として持続可能なものにしていく道

筋が見えたと感じています。

福岡市で開催されたG20の会合には300本の「木のストロー」が提供された

立命館小学校で「木のストロー」の開発秘話を題材に、環境授業を実施
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もう一つ新たに始めたのが、「木のス

トロー」を教育に生かす試みです。静

岡市の小学校から依頼を受け、2020年

10月、4年生から6年生までを対象に環

境授業を行いました。間伐材を原料に

している「木のストロー」は、プラスチッ

クゴミ問題だけでなく、森林保全の問

題を考えてもらう上でも格好の題材で

す。コロナ禍のためオンラインでの授

業になりましたが、子どもたちに「木の

ストロー」を完成させるまでのストー

リーを語るとともに、実際に「木のスト

ロー」作りを体験してもらいました。

またうれしかったのは、立命館小学

校からも依頼を受けたこと。2021年2月

と3月、2回にわたって授業を行いまし

た。授業では私が話すだけでなく、「林

業×SDGs」をテーマに子どもたち自身で考え、問題解決

につながるアクションプランを作成してもらいました。さら

にその報告会を兼ねた2回目の授業では、当社の社長の

ほか、「木のストロー」の開発を発案された環境ジャーナリ

ストの竹田さんや、林野庁の方にも協力を仰ぎ、それぞれ

の視点から講評をいただきました。「木のストロー」を通じ

て培ったつながりを生かし、多様な分野の人々と一緒に教

育に貢献できるところも良いなと思っています。

「木のストロー」を切り口に 
SDGsに取り組む

その他にもこれまで小学校から大学までさまざまな学校

で授業を行い、気付いたことがあります。それは、「木の

ストロー」が教育ツールとして大きな可能性を秘めている

ということです。「木のストロー」の開発をめぐるストー

リーには、環境問題や森林保全の問題以外にもたくさん

の学びのヒントがあります。例えばある女子大で行った講

義では、ジェンダー問題の視点から、女性である私が企業

の中で新規事業を立ち上げるエピソードを語りました。就

職を前にした学生たちには、身近な立場から働き方や生

き方について伝えられることがあると考えています。今後

も教育に関わり、幅広いテーマでさまざまな年代の人たち

に刺激を与えられたらうれしいですね。

環境への取り組みや教育活動に留まらず、多様な切り

口からSDGs（持続可能な開発目標）達成に貢献できる

のではないか。そう考えた私は会社に訴え、2021年1月、

SDGs推進室が新設されました。これまでの経験から確信

を持って言えるのは、一人、一企業のできることは小さく

ても、分野を超えて協力すれば、難しい目標も達成できる

ということです。今後SDGs推進室では、何をするにして

も必ず自社以外と連携して取り組むことを決めています。

私自身も固定観念や既存の枠にとらわれず、新しいこと

に挑戦していきたい。まだまだやりたいことがたくさんあ

ります。

PROFILE

株式会社アキュラホーム SDGs推進室 室長

西口 彩乃さん

奈良県出身。2012年に理工学部を卒業後、木造注文住宅会社の株式
会社アキュラホームに入社。営業職を経て、2014年より広報を担当。
2018年から「木のストロー」の開発を始め、商品化に成功。ホテル
をはじめ導入が広がっている。2021年に新設のSDGs推進室の室長
に就任。教育活動など多様な取り組みを展開している。

立命館大学でも、身近な先輩として 
学生の皆さんに 

体験談を伝えたいと思っています
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立命館大学研究活動報『RADIANT』（ISSUE11 ことば・文字・コミュニケーション,pp.18-19,2019.7）より一部変更し、転載
RADIANT（ラディアント）は、立命館大学の多様な研究活動を紹介する研究活動報として2015年11月に創刊号（特集：アジア）を発行し、今年で7年目を迎えます。RADIANTは、 
「光を放つ、光り輝く」という意味を持つ形容詞です。今後、立命館大学の研究成果が光り輝く未来を生み出す一歩に、また、これからの世界を照らす一助になるという意味が込められて 
います。今後も一つのテーマを切り口に、立命館大学で展開されている研究を幅広く紹介していく予定です。 ▶ http://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/vision/activities/

世の中にはありとあらゆる情報が
あふれている。しかしその中か
ら必要な情報を選び出すことが

できなければ、それらは無価値なままだ。
コンピュータの情報処理能力の向上によっ
て大容量の情報を処理・分析できるよう
になるに伴い、情報活用の可能性は大きく
広がっている。大量のデジタルデータを分
析することで、それまで気付かなかった有
益な情報を見出すことも可能になっている。
西原陽子はテキストマイニングなどの情
報抽出技術を使って人にとって有益な情報
を抽出、可視化することで情報活用の可

能性を広げる研究を行っている。テキスト
マイニングとは、言語解析によって文章や
単語の集まりを単語に分割し、出現頻度
や相関関係を分析することで有益な情報
を抽出する分析手法だ。この技術を活用
した西原の研究成果の一つが、マンガや
アニメを使った外国人向けの日本語学習
ツールの開発だ。
「研究室で学ぶ外国人留学生の多くが日
本のマンガやアニメを通じて日本語を習得
していると知り、これを言語教育に生かせ
ないかと考えたのがきっかけでした」。西原
は開発の経緯をこう語る。しかし一口にマ

ンガと言っても少女マンガから青少年向け
のアクションやファンタジー、成人を主人
公にした職業マンガまでジャンルは多岐に
わたる。例えば企業で働く外国人なら、少
年向けのアクションマンガよりも職業マンガ
を読む方がより日常で使う日本語を習得で
きるだろう。そこで西原は、対象者の属性
に応じて日本語習得に適切なマンガを自動
的に選出するシステムを考えた。
西原は、まず学術研究用に公開されて
いるマンガのデータセット“Manga109”の
作品をスキャンしてマンガ内の全ての文字
をデータ化した。次に言語処理のソフトウェ

大量のデータから
有益な情報を抽出し、

立命館の研究者たち from 立命館大学の研究部から発刊されている研究活動報『RAD IANT』。     今号は『RAD IANT』に掲載された研究内容をご紹介します。

西
にし

原
は ら

 陽
よ う

子
こ

 教授
情報理工学部 

研究テーマ：インタラクションの分析と設計、創造的活動の支援 
専門分野： ヒューマンインタフェース・インタラクション、知能情報学、ウェブ情報学・サービス情報学、 

図書館情報学・人文社会情報学

出典：Quiz 1の画像「プラチナジャングル」©篠原 正美 Manga109より　Quiz 2の画像「平成爺メン」©やまだ 浩一 Manga109より

空欄に当てはまる最も適切な役割語を
選択肢から選んでください。
Choose an appropriate role word  

from the options.

Quiz 2

？

 □よ  □じゃ  □ですわ

四角の中の役割語が最も適切な役割語かどうか 
 ○×で回答してください。

YES/NO for a buried role word in a comic text.

Quiz 1

お
れ

 □   □  

日本語学習者の「役割語」の理解度を確かめるクイズ

患者が痛みをより正確に表現するためのインタフェース

学習者に適したマンガを推薦し
日本語習得効果を高くする。
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アでテキストデータを単語に分割し、「日本
語能力試験」に則って各単語のレベルを推
定。それらを統合してマンガごとに日本語
の難易度を導き出した。それをもとに、学
習者の条件を与えると、その日本語能力に
適したレベルのマンガを推定する。
このプログラムの効果を検証するため、
西原は中国で日本語を勉強する中国人
の大学生を対象に実証実験も行っている。
「プログラムで推奨したアニメで日本語を
学習したグループと、ランダムに選定され
たアニメで日本語を学習したグループで日
本語能力試験の結果を比較したところ、前
者の方が学習の前後で点数の伸び幅が大
きくなることを確認できました」
もう一つ、西原がマンガ・アニメを活
用して開発した日本語学習ツールとしてユ
ニークなものに、日本語の「役割語」を習
得する支援プログラムがある。外国人に
とって日本語習得の壁の一つが、役割に応
じて使って良い言葉が異なることだ。例え
ば英語で“YOU”を意味する日本語は、話
者の役割や属性によって「あなた」「あんた」
「お前」「君」「貴様」など多様な表現で使
われる。西原は、役割語を入力すると、そ
れが使用されたマンガのコマを自動的に抽
出するプログラムを開発。インターネット
で無料公開している。「お前」はどのような
人がどのような場面で使っているのか。マ
ンガなら一目瞭然で理解でき、使い方を
学べるというわけだ。
さらに西原は、カナダで日本語を学んで
いる20歳代の若者と日本で日本語を学ん
でいる中国人の20歳代の若者を対象にこ
のプログラムの効果を検証した。その結果、
プログラムを使って学習したグループの方が、
教科書を使って学習したグループに比べて
役割語の学習効果が高いことが実証された。

西原はまた、情報抽出技術を活
用して新たなインタラクションを
デザインする方法についても研

究している。その成果の一つが、病院の
理学療法士との共同研究で開発した患者
の「痛み」を記録するインタフェースであ
る。「理学療法士の方 に々とっての課題は、
問診で患者からうまく症状を聞き出せず、
効果的なリハビリに結びつけられない場合
があることでした」と西原。理由は、患者
の中には自分の痛みを適切な言葉で表現
できない、あるいは痛みの程度や経過を
正確に説明できない者が少なくないことに
あった。
そこで西原らは、「ずきんずきん」「針でち

くちく刺されるような」など約20種類の痛
みの表現を列挙し、その中から患者が自
身の症状を選択することで痛みをより正確
に把握するインタフェースを考案した。痛

みの表現の他、
痛みの部位や強
さを入力する機能

を備えたプログラムを開発。その結果、問
診の精度が高まるとともに問診時間の短
縮も可能にした。
とりわけこのインタフェースは、ボキャブ
ラリーが少なく、表現力が発展途上にあ
る子どもや外国人などへの問診に有効だ
という。「痛みの表現は国際的に使用され
ている『マクギル疼痛質問票』の項目から
抽出しており、多言語化も容易です。外国
人観光客が増加する昨今、日本の病院で
外国人を治療する際に非常に役立つと考
えています」と西原。今後の医療現場での
活用に期待がかかる。膨大な情報の中か
らいかに有益な情報を抽出し、社会に役
立つものにできるか。西原の研究の真骨
頂はまさにここにある。

インタラクションを
デザインする

立命館大学の研究部から発刊されている研究活動報『RAD IANT』。     今号は『RAD IANT』に掲載された研究内容をご紹介します。

http://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/vision/activities/
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立命館大学公式Instagramでは、立命館大学の日常を発信しています。
2020年・2021年に投稿した写真のうち、特に人気だった春と夏のキャンパスの風景をお届けします。

ぜひフォローして最新情報をチェックしてください。
▶立命館大学公式Instagram @ritsumeikan_university

Campus Best Photo

衣笠・正門前

衣笠・至徳館～研心館 衣笠・東側広場 BKC・噴水前

OIC・緑のプロムナード「楠の路」 BKC・キャンパスプロムナード

BKC・クインススタジアム前
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「オール立命館校友の集い2021」にかかわる情報については、随時、校友会ウェブサイトで更新予定です。
 

今 こそ 、オ ン ライン で つ な が ろう 。
ともに 乗 り越 え よう 。

今年度の「校友大会」は、「オール立命館校友の集い」の名称としています。▶ https://alumni.ritsumei.jp/

「○○好き」集まれ！（仮称）
～オープン型コミュニティ～

テーマを決めて、広く参加者を募集
［ 企画例 ］

ワイン好き集まれ！
広小路キャンパスについて語ろう

○○業界 情報交換会

※テーマや内容が近い企画について、事務局より合同開催の打診を行う場合があります。

コロナ禍においては、楽しいこと、何か熱中できることを探している人も多いのではないでしょうか。
同窓会や懇親会を開くもよし、好きなことを語り合ったり、

新しい出会いを期待する企画を立ち上げるもよし。ぜひこの機会にZoom交流会を開催しませんか？

幹事エントリーフォームで申し込む

誰でも参加可能

幹事の申込について

幹事エントリーフォームより
必要事項を入力し送信してください。
（所要時間：約1分）
https://forms.gle/bR9RNoehiBUj99fs8

※エントリー後、幹事の方に校友会事務局から
当日までの進め方についてのメールが届きます。
※幹事の方は、Zoomアカウントのライセンスを
ご利用いただけます。

募集締切

※締切は予定のため、
最新情報は校友会
ウェブサイトをご確認
ください。

2021.

10.9 SAT

オンライン開催今こそ、企画づくりから！
 Zoom交流会の幹事を募集します。

オール立命館
校友の集い 2021

A

A

同窓会・懇親会企画（仮称）
～クローズ型コミュニティ～

なつかしい・いつものメンバーを募集
［ 企画例 ］

都道府県校友会の懇親会
ゼミ・サークル単位の同窓会
20代校友限定の交流企画

参加対象限定B

B

9月10日（金）予定

9月17日（金）予定

https://www.instagram.com/ritsumeikan_university/
https://www.instagram.com/ritsumeikan_university/
https://forms.gle/bR9RNoehiBUj99fs8
https://forms.gle/bR9RNoehiBUj99fs8
https://alumni.ritsumei.jp/
https://alumni.ritsumei.jp/
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立命館大学生・大学院生の
交流を創りつづける。

つながろう、つくりだそう  僕たちの未来 
― 母校・後輩支援事業「RI-sA」活動報告 vol.3 ―

2021年度 RI-sA学生事務局による新企画

2020年7月より、立命館大学生・大学院生がオンラインで交流
する場所や機会を創り出すプロジェクト「RI-sA」がスタートしました。
学生が主体となってZoomを用いた交流の場「RI-sAガーデン」

を運営し、同じ出身地の学生同士で懇親を深める「同郷交流会」な
どを開催しています。また、6月には2021年度のRI-sA学生事務局
が決定し、新しい企画が次々にスタートしています。

RI-sA公式SNS・WEBサイト

 @risa_ritsumei

 @risa_ritsumei

 立命館　RI-sA  検索 WEBサイト

「声だけでつながる」

■学生メンバーより一言
「顔出しなし」「名前出しなし」「自由に
入室・退出可能」の3点を特色として、
「交流したいけど、いま一歩踏み出せ
ない学生」を対象に、参加するハード
ルが低くなるよう企画を考えました。

「学部別交流会」

■学生メンバーより一言
経営・産社の各学部生限定のZoom交流
会を開催しました！まずは、同じ学部の立
命館生とつながることで安心感が生まれ、
大学に通いやすくなると考えて企画しました。
当日は、ルームを学部ごとに分け、参加者
全員でテーマに沿って交流を楽しみました。

「こっそり就活裏話カフェ」

■学生メンバーより一言
「こっそり就活裏話カフェ」は、①学生同
士で気軽に②匿名でもOK③お菓子でも
食べながらゆっくりと就活の話をする、と
いう交流会です。就活について楽しくカ
ジュアルに話し合うことを目標にしました。

「RI-sAガーデン 同郷交流会」

■代表より一言
全国各地から学生が集ま
る立命館大学。同郷の人
と関わる機会が少ないと
いう立命館生の声を受けて
「同郷交流会」を始めま
した。新たなつながりづく
りに貢献することができて、
うれしく思っています。

加藤 諒也さん（産社２） 6月12日開催 同郷交流会～中国・四国～

6月23日開催 
産業社会学部交流会
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校友会
未来人財
育成基金

4,703の個人・団体・法人から 271,030,459円校友会未来人財育成基金の実績
（2021年5月31日時点）

「校友会未来人財育成基金」から生まれた
「＋Ｒ校友会未来人財育成奨学金」が、
学生の学びのフィールドを広げています。

■寄付の金額
（1）個人・団体（校友会などの任意団体）の場合
ひと口1,000円からご支援いただけます（一括
寄付と継続寄付［毎月・年2回・毎年］のどちらも
可能です）。
（2）法人の場合
ひと口の金額は特に定めておりません。

■募集期間
期間に定めはありません。

■活用プラン
海外留学支援、成長支援、課外活動支援、研究
支援、施設整備支援。

■税制上の優遇措置について
本寄付は立命館大学に対する寄付金であり、税制
上の優遇措置を受けることができます。

❶WEBで申し込む
立命館大学校友会のホームページよりお申し込み
ください。簡単な手続きで完了いたします。クレ
ジットカードにてご寄付いただけます。

❷書面で申し込む
立命館大学校友会事務局に資料を
ご請求ください。銀行振込・口座
振替・現金にてご寄付いただけます。

申込方法募集要項

スマートフォンからのアクセスはこちら！
https://alumni.ritsumei.jp/gift/

校友会未来人財育成基金に関しては

立命館大学校友会事務局

075-813-8216

寄付の受け入れ、税制上の優遇措置に関しては

立命館 総務部 寄付事務局

075-813-8110

お問い合わせ先（受付時間  土日祝を除く  9：30～17：0 0）

※ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事務局に電話がつながらない場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。

3月19日、「2020年度+R校友会未来人財育成奨学金成
果報告会 兼 受給者卒業・修了記念会」がオンラインで開催
されました。
当日は、受給者の隅田雪乃さん（生命3）と髙島千聖さん

（文4）の2名が、それぞれの取り組みと成果を発表しました。
報告会に参加された仲谷善雄学長は、受給者に対して「コ

ロナ禍において、当初の構想から変更せざるを得なかったこと

もあるだろうが、各自が真摯に取り組み、創意工夫で成し遂
げたことが素晴らしい」と敬意を表しました。
また、福元寅典校友会副会長は、「卒業後も本奨学金を受

給して学業に打ち込んだことを誇りに頑張ってほしい」と激励
の言葉を述べました。 

※掲載中の所属・回生などは2021年3月時点のもの

+R校友会未来人財育成奨学金成果報告会 兼  
受給者卒業・修了記念会が開催されました！TOPICS

立命館大学校友会では、「校友会未来人財育成基
金」を活用し、2021年度から「校友会未来人財
育成奨励金（団体支援）」という制度のもと、学部・
研究科、回生、キャンパスを超え、「グループで学
びたい！チャレンジしたい！」という想いを持った団
体を支援していきます。

https://twitter.com/risa_ritsumei/
https://www.instagram.com/risa_ritsumei/
https://alumni.ritsumei.jp/ri-sa/
https://alumni.ritsumei.jp/gift/
https://alumni.ritsumei.jp/gift/


18 AUGUST 2021

6月5日、2021年度「立命館大学校友会 幹事会」を
校友会史上初めてオンライン形式で開催し、約180名の校
友会幹事が出席しました。
議事では、村上健治校友会会長が議長として選出された

後、以下の全ての議案が幹事へ説明され、議決事項につ
いてはいずれも賛成多数により可決されました。
議事の後にはオンラインセミナーが開催され、テクノロ

ジー・マネジメント研究科の湊宣明教授が「ハイブリッド
ワーク時代の仕事術 －宇宙飛行士訓練から学ぶ－」と題
し、講演を行いました。

1.  新型コロナウイルス禍における 
2020年度の取り組みについて

2 .  新型コロナウイルス禍に伴う校友会活動に関わる 
周知文書について

3.  2021年度の校友大会について

4.  立命館大学校友会の広報強化について

5.  2021年度の校友会未来人財育成基金 
募集推進活動について

6.  オリンピック・パラリンピック出場を目指す学生・校友への
立命館大学校友会激励金にかかわる取り組みについて

7.  母校・後輩支援事業RI-sA  
2020年度総括と2021年度の継続について

8 .  立命館大学校友会の役員人事について

9.  立命館大学校友会の事務局長の任命について

報告事項

1 .  2020年度事業報告および 
2020年度決算報告について

2.  2021年度事業計画案および 
2021年度予算案について

3.  立命館大学校友会推薦校友の承認について

議決事項

●貸借対照表（2021年3月31日現在） 
●資産の部

科　目 決算額
現金預金 227,667,377
立替金 0
仮払金 0
前払金 0
未収金 520,795
定期預金 350,000,000
資産合計 578,188,172

●負債の部
科　目 決算額

未払金 28,971,000
預り金 90,960,000
負債合計 119,931,000

●正味財産の部
科　目 決算額

定期預金 350,000,000
運用財産 108,257,172
正味財産合計 458,257,172

負債および正味財産合計 578,188,172

2021年度 校友会幹事会報告

●収支決算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
●経常収入の部

科　目 決算額
会費収入 235,230,000
資産運用収入 111,420
組織強化事業収入 40,569
校友大会事業収入 0
広報事業収入 25,913,421
社会貢献事業収入 2,072,315
その他の収入 11,618
経常収入合計 263,379,343

●経常支出の部
科　目 決算額

組織強化事業支出 28,643,343
校友大会事業支出 12,179,099
広報事業支出 92,926,534
母校支援事業支出 22,339,228
社会貢献事業支出 3,453,185
校友会記念事業支出 0
人件費支出 23,844,567
運営費支出 9,548,950
経常支出合計 192,934,906

経常収支差額 70,444,437

●その他資金収入の部
科　目 決算額

校友会基金取崩収入 0
前期末未収金収入 0
立替金回収収入 0
預り金収入 49,214,320
前払金収入 0
期末未収金 △ 520,795
その他資金収入合計 48,693,525

●その他資金支出の部
科　目 決算額

校友会基金積立金支出 0
その他の支出 0
前期末未払金支払支出 20,262,043
立替金支払支出 0
預り金支払支出 45,614,320
前払金支払支出 0
期末未払金 △ 28,971,000
その他資金支出合計 36,905,363

その他資金収支差額 11,788,162

当期収支差額 82,232,599
前期繰越収支差額 145,434,778
次期繰越収支差額 227,667,377

2020 年度決算 （単位：円）

●収支予算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
●経常収入の部

科　目 予算額
会費収入 234,450,000
資産運用収入 110,000
組織強化事業収入 400,000
校友大会事業収入 0
広報事業収入 26,100,000
社会貢献事業収入 600,000
その他の収入 50,000
経常収入合計 261,710,000

●経常支出の部
科　目 予算額

組織強化事業支出 48,750,000
校友大会事業支出 19,000,000
広報事業支出 86,200,000
母校支援事業支出 58,400,000
社会貢献事業支出 5,200,000
校友会記念事業支出 0
人件費支出 25,500,000
運営費支出 17,175,000
経常支出合計 260,225,000

経常収支差額 1,485,000

●その他資金収入の部
科　目 予算額

校友会基金取崩収入 0
前期末未収金収入 520,795
立替金回収収入 0
預り金収入 43,740,000
前払金収入 0
その他資金収入合計 44,260,795

●その他資金支出の部
科　目 予算額

校友会基金積立金支出 100,000,000
その他の支出 0
前期末未払金支払支出 28,971,000
立替金支払支出 0
預り金支払支出 44,000,000
前払金支払支出 0
その他資金支出合計 172,971,000

その他資金収支差額 △ 128,710,205

予備費 0

当期収支差額 △ 127,225,205
前期繰越収支差額 227,667,377
次期繰越収支差額 100,442,172

2021年度予算 （単位：円）

テクノロジー・マネジメント研究科 湊宣明教授
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新型コロナウイルス感染拡大防止にむけた 
皆さまへのご協力のお願いと校友会事務局の対応について

新型コロナウイルス感染拡大を受け、従来の校友会活動の基盤であった 

対面での交流・コミュニケーションが制限される中、各校友会の活動におかれましては、 

オンラインを活用するなど、日々 新たな活動形態を模索されておりますことに、深く敬意を表します。

立命館大学では、市中の感染状況に合わせ、行動指針（BCP）※を設定しており、 

感染対策を徹底し、オンラインツールを使って、教育・研究活動を行っています。 

この度、立命館大学校友会といたしましても、各校友会の活動につきまして、以下の通り 

皆さまへの当面のご協力のお願い、ならびにそれに伴う校友会事務局の対応についてとりまとめました。 

各校友会の行事・会議等におかれましては、 

以下の内容に基づきご活動くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

2021年6月5日 立命館大学校友会

各校友会へのご協力のお願い

1.  対面での活動については、密をさける工夫やマスク着用、消毒、検温、ソーシャルディスタンスなどの感染対策
の徹底を前提に活動いただきますよう、お願いいたします。各校友会において、国や各自治体からの指針をきち
んと遵守し、充分にご注意いただきながらの実施をお願いいたします。

2.  たとえ少人数であっても、前項で記載しています感染対策は徹底して行ってください。飲食を行うにあたっては、
特に注意して感染防止策の徹底を心掛けてください。

3.  感染対策の徹底が困難な場合（不安が残る場合）については、絶対に無理をなさらずに対面での活動について
はお控えください。

4.  感染リスクを回避した活動といたしましては、インターネット機能（オンライン）やメール・郵送などの手段を推
奨いたします。

5.  「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」が発出されている対象地域 ・適用期間中については、 対面での各
校友会の活動は全面的にお控えくださいますようお願いいたします。

事務局の対応について

1.  資料の発送については、感染リスクを軽減するため、事前に一斉発送することを取りやめます。希望する方には、
校友会事務局より参加者に個別郵送させていただきます。

2.  大学・校友会関係者の行事・会議等への出席について大学の行動指針（BCP）が2以上の場合、大学・校友
会関係者の出席により感染リスクが高まり、各校友会へもご迷惑をおかけすることから、基本的に出席は控えさ
せていただきます。

3.  祝電につきましては、通常通り、10日前までにお申し出いただきましたら、実施形式によらず送付させていただ
きます。

※新型コロナウイルス感染拡大に対する立命館大学の行動指針（BCP） ： http://www.ritsumei.ac.jp/news/covid19/

以上

http://www.ritsumei.ac.jp/news/covid19/
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立命館大学校友会では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、
オンラインでの取り組みを推進し、各種会議や委員会もオンラインで開催しています。
各都道府県校友会や学部・学系校友会でも
オンラインでの活動が広がっており、その一例をご紹介します。

で
つながる、ひろがる
各校友会のオンラインでの取り組み

東京校友会 総会
2/13
都道府県

│会場とオンライン同時開催│
北海道校友会 新人歓迎会

1/23
都道府県

北海道・東北ブロック会議
3/13
地域ブロック

│会場とオンライン同時開催│
経営学部校友会 総会・講演会

6/26
学部・学系

九州・沖縄ブロック
意見交換会

3/27
地域ブロック

RIMO 総会
6/26
学部・学系

京都校友会 
スペシャル 
オンラインセミナー

2/20
都道府県
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行事報告 2021年1月～ 6月に行われた各団体の行事の一部を紹介しています。新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を徹底し、開催されました。
＊詳しくは校友会ホームページをご覧ください

https://alumni.ritsumei.jp

日程 校友会・グループ 会場 参加人数
5/11（火） 上海広小路会酒心会 古北 紋兵衛 31名

5/12（水） 第８回・よくわかるシリーズ「ほう! Rits（法律）」 
立命館東京法曹会・東京校友会 合同企画 オンライン開催 30名

5/16（日） 奈良県北部校友会　総会 ホテル日航奈良 44名
6/6（日） RIMOT　総会 オンライン開催 6名

6/26（土） 技術士会　総会 中央電気倶楽部
（オンライン併用開催） 30名

ALUMNI NE T WORK

立命寄席が開催されましたTOPICS

4月24日、大阪の天満天神繁昌亭にて「第15回立命寄席」
が開催されました。立命館大学落語研究会OBで、上方
落語界でご活躍中の桂塩鯛・桂小春團治両師匠らによる
立命寄席は、「関西ブロック文化事業」として位置づけられ、
関西2府4県校友会の協力を得て開催し、毎年好評をい
ただいています。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止となりましたが、今年は感染予防対策を徹底
し、初めて会場とオンラインのハイブリッド形式での開催
となりました。

各校友会が開催した行事の報告と、今後の予定です。校 友 会 ネ ッ ト ワ ー ク

今後の行事予定   2021年9月～11月に予定されている総会等です（判明分）
＊詳しくは校友会ホームページをご覧ください

https://alumni.ritsumei.jp

校友会・グループ 日程 会場 問い合わせ先
広島県校友会　総会 9/5（日） オンライン開催 常川貴史 050-5372-3440
青森県校友会　総会 9/11（土） ウェディングプラザ アラスカ 舩水重利 017-722-2926

新潟県校友会　総会 9/12（日） アートホテル新潟駅前
（オンライン併用予定） 渡邉剛 090-7949-6646

埼玉県校友会　総会 9/25（土） 立命館東京キャンパス
（オンライン併用予定） 榎本哲郎 03-3552-2201

立命館スポーツフェロー
40周年記念祝賀会 9/25（土） ホテルグランヴィア京都 寺田豊 terada@sonoda-u.ac.jp 

FAX：075-465-8169

長野県校友会　総会 10/30（土） ホテルモンターニュ松本 降幡信秀 0263-25-0279
三重県校友会　総会 10/30（土） プラザ洞津 田嶋等 059-255-2203
愛知県校友会　総会 11/13（土） 未定 伊藤享司 tito-rits@akanoren-nagoya.co.jp
鹿児島県校友会　総会 11/13（土） 未定 川越龍太郎 080-9536-4093
鳥取県西部校友会　総会 11/20（土） おーゆ・ランド 大野木昭夫 0859-32-3308

千葉県校友会　総会 11/27（土） 立命館東京キャンパス
（オンライン併用予定） 森下功 080-5511-6477

imorishita@jcom.zaq.ne.jp

岐阜県校友会　総会 11月開催予定 未定 吉村栄里 090-5452-2483
ritsumei.gifu@gmail.com

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、今後、中止・延期となる可能性がございます。
各行事が中止・延期となる場合は、順次、校友会ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。

桂塩鯛師匠（左）、桂小春團治師匠（右）

https://alumni.ritsumei.jp
https://alumni.ritsumei.jp
mailto:terada@sonoda-u.ac.jp
mailto:tito-rits@akanoren-nagoya.co.jp
mailto:imorishita@jcom.zaq.ne.jp
mailto:ritsumei.gifu@gmail.com
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小林 克仁さん（’84経営）
徳島県在住／阿波銀コネクト株式会社 代表取締役社長

＃地方創生　＃ラシクルモール　＃SDGs
魅力ある地域産品の販売とともに、消費者に作り手の情熱や
想い、商品ストーリーを伝えるECモール「ラシクルモール」を
運営。持続可能な地域社会の実現を目指し、環境や社会に配
慮した商品やエシカル消費の推奨にも取り組んでいます。

河田 麻実さん（’19院国関）
ベルギー・ブリュッセル在住／欧州連合日本政府代表部 専門調査員

＃ベルギー　＃研究
立命館大学とエラスムス大学ロッテルダムによるDMDP※を 
通じて、国際関係学と開発学の修士号を取得し現職に。英EU
関係、日EU貿易・開発などの外交業務に携わりながら、自身
の研究テーマ「ケア労働者の国際移動」にも励んでいます。
※ 海外大学院との共同修士学位プログラム（Dual Masters Degree Program）
で、最短2年間で2つの大学院の修士号を同時に取得できる制度

中嶋 彩さん（’13理工）
滋賀県在住／はたしょうfarm 代表

＃農業　＃いちご農家　＃4年目
2018年にいちご農家として独立しました。現在は環境測定を
駆使して、甘くておいしいいちご作りを追求しています。今はま
だ栽培だけで精いっぱいですが、今後は加工品やいちご以外
の作物の導入など、多角的な経営に広げていくのが目標です。

高柳 光希さん（’21情理）
東京都在住／株式会社TBSテレビ アナウンサー

＃走れるアナウンサー

デビューに向け、基礎的な発声・発音から学んでいます。偉大な
先輩方に圧倒される毎日ですが、陸上競技部で研鑽を積んで
培った「自分と向き合う力」を最大の武器として、近い将来、活
躍する姿をお見せできるよう精進してまいります。

立命館大学校友会は、校友会活動ビジョンのもと、
日本全国・世界各地で、今を頑張っているかがやく校友たちを応援しています！
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SPORTS スポーツ
問い合わせ先：スポーツ強化オフィス
☎ 077-561-3977
※掲載中の所属・回生などは開催時点のもの

｢UNIVAS AWARDS 2020-21」 

立命館大学から最優秀賞、優秀賞を輩出
3月29日、一般社団法人大学スポーツ協会が、大学スポーツ
振興に貢献したアスリートやスポーツに関わる学生、団体を表
彰する「UNIVAS AWARDS 2020-21」の表彰式をオンライン
で開催しました。
立命館大学からは、柴田佳歩選手（スポ健4・ホッケー部［女
子］主将）が「パーソン・オブ・ザ・イヤー 優秀賞」、田中佑美選
手（経済4・女子陸上競技部主将）が「ウーマン・オブ・ザ・イ
ヤー 最優秀賞」、山本陽祐主務（経済4・アメリカンフットボール
部）が「サポーティングスタッフ・オブ・ザ・イヤー 優秀賞」をそ
れぞれ受賞。
また、運動部学生に対する成績管理・対策に関する先進的取
り組みを表彰する「成績管理・対策に関する優秀取組賞」でも、
本学が実施する「学業ガイドラインの制定および運用」が評価さ
れ、最優秀賞を受賞しました。

左から、柴田佳歩選手、山本陽祐主務、田中佑美選手

女子陸上競技部 

壹岐あいこ選手が200mで 
3年ぶり自己新記録をマークして優勝
5月3日、小笠山総合運動公園エコパスタジアム（静岡県）で

「サトウ食品日本グランプリシリーズ 静岡大会 第36回静岡国
際陸上競技大会」が開催され、女子陸上競技部の壹岐あいこ
選手（スポ健3）が、女子200mで23秒71（＋0.2）をマーク

し、3年ぶりに自己ベストを更新して優勝しました。昨年は
100mで11秒62と自己ベストを更新し、日本学生陸上競技対
校選手権大会も100m2位、200m3位を獲得。今回、200m
でも高校3年生の時に記録した自己ベストを更新する結果とな
りました。

壹岐あいこ選手　写真：月刊陸上競技

硬式野球部 

春季リーグ最終戦を勝利で飾る
5月24～31日、硬式野球部は「令和3年度関西学生野球
連盟春季リーグ」の最終節で、同志社大学と対戦しました。無
観客での開催となりましたが、両チームの意地と意地がぶつか
る熱い戦いが繰り広げられました。最終戦を見事勝利で飾り、
2勝1敗1分で終了し、春期リーグ戦で立命館大学は2位とな
りました。優勝まであと一歩届きませんでしたが、多くの選手が
投打で活躍し、秋季リーグ戦に大きな期待を残す結果となりま
した。

●●●●●●●●

立命館大学

学生の活躍
最新情報は
こちらを
チェック！

[2021 MARCH~MAY]

提供：月刊陸上競技

http://www.ritsumei.ac.jp/news/
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大阪・関西万博SDGs共創プロジェクト 
「TEAM EXPO 2025」に参画
立命館大学は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協
会が取り組む「TEAM EXPO 2025」プログラムに共創パー
トナーとして参画することになりました。立命館学園は、立命
館SDGs推進本部を中心にSDGs達成に向けた数々の取り組
みを進めており、そうした姿勢は同プログラムの趣旨とも合致
します。取り組みの一環で、今後キャンパスを「社会実験フィー
ルド」として企業・自治体・教育機関などに活用していただくこ
とを検討しています。

「豊かな未来社会」の創造への貢献を目指す

 

ハローワーク梅田と締結 
「外国人留学生の国内就職支援に関する協定」
3月16日、立命館大学はハローワーク梅田（大阪外国人雇
用サービスセンター）と「外国人留学生の国内就職支援に関
する協定」を締結しました。ハローワークと大学との外国人留
学生を支援対象とした協定締結は、西日本で初めてとなります。
本協定により、入学後早期から就職内定後までのガイダンス
実施、キャンパスでの相談会・登録会の開催、有給インターン
シッププログラムの実施など、官学が協力して外国人留学生の
就職支援に取り組みます。

仲谷善雄学長（左）、阿部誠ハローワーク梅田所長（右）

 

「スーパーグローバル大学創成支援（SGU）」 
事業の中間評価でA評価を獲得
立命館大学は、「スーパーグローバル大学創成支援（SGU）」
事業の令和2年度中間評価において、前回（平成29年度）に
続きA評価を受けました。本事業は、文部科学省が世界レベ
ルの教育・研究を行うトップ型大学（タイプA）と、先導的試
行に挑戦し我が国の国際化を牽引するグローバル化牽引型大
学（タイプB）に、最長10年にわたり重点支援を行うものです。
本学はタイプBに採択され、「グローバル・アジア・コミュニティ
に貢献する多文化協働人材の育成」を目標に掲げています。

海外大学との共同・連携による教育プログラムの展開が高く評価された

 

文部科学省「科学技術イノベーション創出に 
向けた大学フェローシップ創設事業」に採択
立命館大学は、文部科学省「科学技術イノベーション創出
に向けた大学フェローシップ創設事業（ボトムアップ型）」に採
択されました。本事業は、博士後期課程に進学する優秀な人
材の確保を目的に、博士後期課程学生への経済的支援、キャ
リアパス支援を戦略的・一体的に行う大学を対象とするもので
す。本学では優秀で意欲の高い博士後期課程学生をフェロー
シップ生として学内の特色ある研究拠点に受け入れ、研究力の
向上、修了後のポスト確保までを一貫して支援します。（1学年
15名、最大で45名を支援）

2021年度採用のフェローシップ生

 

最新情報は
こちらを
チェック！

[2021 MARCH~JUNE]
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令和3年度「文部科学大臣表彰（科学技術分野）」を 
生命科学部折笠教授、理工学部長谷川准教授が受賞
4月6日、文部科学省が発表した、令和3年度科学技術分
野の「文部科学大臣表彰」において、生命科学部の折笠有基
教授と理工学部の長谷川知子准教授が「若手科学者賞」を受
賞しました。科学技術水準の向上に寄与することを目的とした
本表彰のうち、若手科学者賞は、萌芽的な研究、独創的視点
に立った研究など高度な研究開発能力を示す顕著な業績をあ
げた40歳未満の若手研究者個人に贈られるものです。本学で
は3人目・4人目の受賞となります。

折笠有基教授（左）、長谷川知子准教授（右）

 

先端総合学術研究科千葉雅也教授が 
第45回「川端康成文学賞」を受賞
先端総合学術研究科の千葉雅也教授が第45回「川端
康成文学賞」を受賞しました。同賞はノーベル文学賞受賞
者である川端康成氏の没後、その賞金を基金にして生まれ
た歴史ある文学賞で、前年度に文芸、総合、読物の各雑誌、
ならびに単行本にて発表された短篇小説の中から優れた作
品を顕彰するものです。受賞作品「マジックミラー」（『こと
ばと』Vol. 1、2020年）は千葉教授にとって初の短篇小説
です。 

千葉雅也教授

 

大塚製薬とスポーツ振興および 
健康維持・増進に関する協定を締結
立命館大学と大塚製薬株式会社京都支店は、学術研究・教
育と、地域社会、国、産業界および国際社会の発展に寄与する
ことを目指した連携・協力に関する協定を締結しました。本協
定は、学生、教職員、地域社会の健康維持・増進に関する取り
組み、大学スポーツの発展、人材の育成を通じて双方のブラン
ド力向上などを目的としています。今後は、スポーツに取り組む
学生への栄養・フィジカル面のサポート、地域社会に向けた熱
中症対策講座の開催など、さまざまな取り組みを進めていきます。

塩田祐哉大塚製薬株式会社京都支店長（左）、伊坂忠夫副学長（右）

 

立命館大学平井嘉一郎記念図書館 
開館5周年記念式典を開催
4月1日、衣笠キャンパスにおいて、立命館大学平井嘉一郎
記念図書館の開館5周年記念式典を開催しました。新型コロ
ナウイルス感染症対策を講じ、図書館の開館に尽力された関
係者および来賓、学園関係者など約20名が出席し、5周年の
節目を祝いました。立命館名誉館賓で故平井嘉一郎氏のご令
室・平井信子氏からは、学生に向けて今後への期待を込めた
お言葉が述べられました。

故平井嘉一郎様の足跡や平井嘉一郎記念図書館のこれまでの歩みを振り返る特別展示も開催した

 

をあなたの学び場に
［立命館アカデミックセンター］

 

http://www.ritsumei.ac.jp/news/
http://www.ritsumei.ac.jp/acr/
https://shiruto.jp/
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最新情報は
こちらを
チェック！

「THEインパクトランキング2021」 
2年連続国内の私立大学で最高評価
4月21日、イギリスの高等教育専門誌「Times Higher 
Education（THE）」が発表した「THEインパクトランキング
2021」において、立命館大学は総合評価201-300位にラン
クインし、2年連続で国内の私立大学で最高評価を得ました。
本ランキングは、国連サミットで採択された持続可能な17の
開発目標（SDGs）に対する大学の取り組みを評価するもので
す。本学は総合評価に加え、「SDG11：住み続けられるまちづ
くりを」で国内の大学で最上位を獲得しました。

過去最多となる世界1,240校がランキングの対象となった

 

産業技術総合研究所と 
連携及び協力に関する協定を締結
5月11日、学校法人立命館と国立研究開発法人産業技術
総合研究所（産総研）は、産業技術の振興と社会課題の解
決、イノベーション人材の育成、地域イノベーションの推進に
寄与することを目的とした包括協定を締結しました。産総研
と西日本の私立大学との協定締結は初めてです。本協定を通
じて、双方の持つ技術的資源と立命館の異分野融合研究の
強みを生かし、企業とも連携しつつ、持続可能かつ活力ある
社会に向けた課題解決と、その成果の社会実装に取り組み
ます。

森島朋三理事長（左）、石村和彦国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長（右）

 

生命科学に基づく土壌診断技術 
「SOFIX」を活用した「清酒・勝利馬」新発売
立命館大学と小西酒造株式会社は、一般社団法人SOFIX
農業推進機構と田渕農場の協力のもと、競走馬の馬フンから
作られた堆肥で栽培した米を使った「清酒・勝利馬（しょう
りうま）」を共同開発。生命科学部の久保幹教授が考案した
「SOFIX」は、土の中の微生物の働きを可視化・指標化する
土壌診断技術です。SOFIX技術の活用は有機栽培の普及に
つながり、農地土壌劣化問題の解決の一助にもなります。また、
「清酒・勝利馬」をおいしく飲むことは、持続可能な農業を応
援することにもつながります。

小西酒造オンラインショップにて販売

 

大学発ベンチャー、学生起業家を輩出する 
「起業・事業化推進室」を設置
6月1日、立命館大学はオープン・イノベーションを通じた
起業・事業化をワンストップで推進する組織「起業・事業化推
進室」を設置しました。同室は、立命館学園における起業・事
業化を推進するための専門機関としての役割を担います。これ
により、従来それぞれ実施していた研究シーズの事業化と、一
貫教育型アントレプレナーシッププログラムを相乗的に実施し、
これらを社会とのつながりの中で総合的に捉え、立命館学園
が有する二つの価値「知」と「人材」の社会還元を、さらに推
進していきます。

立命館朱雀キャンパスを拠点とし、各キャンパスにラボを設置予定
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Event Report

3月20～22日に2020年度 立命館大学卒業式・大学院学位授与式、
4月2日に2021年度 立命館大学・大学院入学式、4月4日に2020年度入学生対象の立命館大学・大学院入学式が、

各キャンパスにて、十分な感染防止策を講じた上で実施されました。
出席者は卒業生・修了生と新入生・新2回生に限定され、キャンパスで出席できない卒業生・修了生や新入生・新2回生、 
保護者・ご家族・ご友人、在校生、校友が視聴できるよう、式典の様子がインターネットでライブ配信されました。

立命館大学と立命館大学校友会が共催し、卒業生には、
「新たな未来への門出に花を添えて」との想いから「卒
業祝いのお花（バラ）と一輪挿し」を、新入生・新2回
生には、「コロナ禍においても、柔軟に粘り強く変化に
対応する力を育んでほしい」「学びの土壌が用意されて
いる立命館で、自らたくさんの栄養を吸収して大きく成
長してほしい」との想いから「苗木」を贈呈しました。

各サイトでは、ムービーや
メッセージがご覧いただけます。

卒業式特別サイト

▲2020年度 立命館大学卒業式・大学院学位授与式 2021年度 立命館大学・大学院入学式、2020年度入学生 立命館大学・大学院入学式▼

入学式特別サイト

TOPICS WEB SITE

http://www.ritsumei.ac.jp/news/
http://www.ritsumei.ac.jp/features/graduation2021spring/
http://www.ritsumei.ac.jp/features/spring_welcome2021/


インターネットから
お申し込みください

立命館アカデミックセンター 検索スマホ・
タブレットから PCから

※電話・FAX・郵送・メールでのお申し込みはできません。 ※お支払いはクレジットカード払いのみです（JCB・VISA・Mastercard・American Expressがご利用いただけます）。

立命館大学 社会連携課
住所：京都市中京区西ノ京朱雀町1

立命館アカデミックセンター事務局
E-Mail：acr02@st.ritsumei.ac.jp

主   催 お問い合わせ

立命館オンラインセミナー

※1 受講にはあらかじめZoom（アプリケー
ション）のダウンロードが必要です。

※2 受講者は顔や名前が表示されることは
ありません。

※1

PC・スマホ・
タブレットから
カンタン受講！

自宅からでも
どこからでも
受講できる！

Q&Aで
講師に質問が
できる！
※2

「学び」は大きな変革の時を迎えています。新型コロナウイルス
感染症は、世界中に計り知れない影響を与えています。社会
インフラ・経済システムのみならず、私たちの生活様式や
コミュニケーションのあり方さえも見直しを求められています。
「学び」も大きな影響を受けていますが、「オンライン」だから
こそできることがあるのではないか、という思いから、「立命館
オンラインセミナー」を開始しました。どこからでもアカデ
ミックな講義を受講できる、何度でも繰り返し視聴できる、
素朴な疑問もネットであれば質問できる、そんな「学び」を
体験してみませんか？

8月以降の
講義は、
こちらから

Facebook
も発信中！

お申し込み方法

過
去
に
ご
登
壇

　
い
た
だ
い
た
講
師（
一
部
）

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
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校友会報「りつめい」

│会報メール配信登録サービス開始しました！│

立命館Beyond Borders NEWSとは？

●  立命館大学の教育・研究や学生に関わる最新ニュース、イベントや
セミナーのご案内、校友会のイベント情報などをお届けします。

●  校友会にメールアドレスをご登録いただいている皆さまに、月1回
程度メールで配信します。
 （既に立命館Beyond Borders NEWSが届いている方は、新たな
手続きは不要です。）

立命館Beyond Borders NEWS

│メールアドレスをご登録ください│

N E W S

E V E N T

※月1回程度
　（年12回程度）配信

年3回 月1回 
※

各種お手続きは、右記のご連絡先変更フォームから　　● メールアドレスの登録・変更　● 会報受け取り方法の変更    など

https://alumni.
ritsumei.jp/

procedure/entry/

●お申し込みのタイミングによっては、次々号の会報からの配信となる可能性が
あります。

●  会報のお届け（郵送や本サービスによるメール配信）は、立命館大学校友会の
終身会費30,000円をお納めいただいている方に限ります。

校友会報「りつめい」最新号をメールでの
受け取りに変更しませんか？

ご登録いただくと、PDFまたはデジタルブックでご覧いただけます。

本サービスに登録されますと、現在会報をお届けしている
ご住所への郵送はされません。ご了承ください。

ご連絡先変更フォームにて、必要事項をご入力の上、「■立命館からのご案内について」の欄でご希望の内容を選択してください。
▶会報「りつめい」をメールで受け取るなら……
【会報のお届けについて】→「メールでの送付を希望する（現住所メールアドレス宛）」を選択してください。
▶立命館Beyond Borders NEWSを受け取るなら……
【メールニュース・各種ご案内について】→「案内を希望する」を選択してください。

お
手
続
き
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会報と大学・校友会の最新ニュースをメールでお届けします！

インターネットから
お申し込みください

立命館アカデミックセンター 検索スマホ・
タブレットから PCから

※電話・FAX・郵送・メールでのお申し込みはできません。 ※お支払いはクレジットカード払いのみです（JCB・VISA・Mastercard・American Expressがご利用いただけます）。

立命館大学 社会連携課
住所：京都市中京区西ノ京朱雀町1

立命館アカデミックセンター事務局
E-Mail：acr02@st.ritsumei.ac.jp

主   催 お問い合わせ

立命館オンラインセミナー

※1 受講にはあらかじめZoom（アプリケー
ション）のダウンロードが必要です。

※2 受講者は顔や名前が表示されることは
ありません。

※1

PC・スマホ・
タブレットから
カンタン受講！

自宅からでも
どこからでも
受講できる！

Q&Aで
講師に質問が
できる！
※2

「学び」は大きな変革の時を迎えています。新型コロナウイルス
感染症は、世界中に計り知れない影響を与えています。社会
インフラ・経済システムのみならず、私たちの生活様式や
コミュニケーションのあり方さえも見直しを求められています。
「学び」も大きな影響を受けていますが、「オンライン」だから
こそできることがあるのではないか、という思いから、「立命館
オンラインセミナー」を開始しました。どこからでもアカデ
ミックな講義を受講できる、何度でも繰り返し視聴できる、
素朴な疑問もネットであれば質問できる、そんな「学び」を
体験してみませんか？
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復興への願い3.11

復興のその先へ   
東日本大震災 被災地はいま。
2011年3月11日の東日本大震災から10年が経ちま
した。
立命館大学校友会の東日本大震災被災地復興支
援の活動は2020年3月をもって一つの区切りを
迎えましたが、震災の記憶を風化させないために、
“被災地のいま”を各校友会からお届けします。

東日本大震災から10年、お陰さまで目に見える形で復興は進みま

した。

陸前高田市の「奇跡の一本松」の隣に高田松原津波復興祈念公

園 国営追悼・祈念施設や東日本大震災津波伝承館、道の駅などが

整備されました。

先日、その津波伝承館を訪れました。「震災の記憶を風化させない」

とよく言われますが、体験した私たちにとっては忘れたくても忘れられ

ない記憶です。あの日泣いていた子どもたちも、津波の怖さと哀しみ

を抱いて生きていくのかと思って、何とも言えない気持ちになりました。

昨年８月末、３密を避けて屋外で校友会総会を開催しましたが、そ

の後、新型コロナウイルス感染はさらに拡大し校友会活動もままならな

くなりました。

今は、一日も早い収束を願うばかりです。遠くの娘にも孫にも会うこ

とがかなわず、人生、まだまだたくさんの山を乗り越えねばならないよ

うですが、「step by step」で中高年から前期高齢者、後期高齢者へ

と一歩ずつ着実に山越えしたいと思います。

立命館大学岩手県校友会
事務局 酒井邦子（’７5文）

石川啄木の故郷・渋民から望む岩手山

mailto:acr02@st.ritsumei.ac.jp
https://alumni.ritsumei.jp/procedure/entry/
https://ja-jp.facebook.com/RitsumeikanACR/
https://alumni.ritsumei.jp/procedure/entry/
http://www.ritsumei.ac.jp/acr/
http://www.ritsumei.ac.jp/acr/


校友消息（2021年 6月 21日現在判明分）

INFORMATION

行きたい所に行けない日々、逢いたい人に逢えない日々が続いている。
「コロナ禍で変貌する観光取材の現場」をオンラインで話す仕事くらいし
かオファーもない。旅を生業としている身なのに現場にいけないもどかし
さ。海外旅行はおろか、県またぎさえも緊急事態宣言下の今、ままならぬ。
パンデミック直前に世界の海外渡航者は14億人、世界の人口の5～6
人に1人が自由に海外を謳歌していたのだ。「明けない夜はない」と唱
え、心に希望の灯をともし、断捨離の日常を過ごす。25年前、北京世界
女性会議に参加したときの写真がでてきた。40代の自分へ、65歳に
なった私が、ジェンダーギャップ是正の歩みの遅さも伝えたい。
 （髙橋英子）

立命館大学は文部科学省が発表した「令和2（2020）年度科学研究費
助成事業（科研費）の配分」において、採択件数、配分額ランキングと
もに私立大学第3位を獲得した。科研費とは、あらゆる分野の優れた研
究を発展させることを目的として、有識審査員による厳正な審査の後、
国が全国の研究者または研究グループに助成する、競争的研究資金の
ことである。特に採択件数は、私立大学第４位から14年の年月を経て、
３位になり、感慨もひとしおである。また、立命館大学公認の学生新聞
「立命館大学新聞」の2021年新入生歓迎号のトップに掲載されたのも

大変うれしいことであり、次世代研究大学を目指す機運が学生も
含めた全学に浸透してきた証と考えている。
 （N）

「取れたー！」と実家が明るくなった5月。早いワクチン接種を
望む両親の予約を手伝いました。予約開始30分前からPC2
台、スマホ3台を前にスタンバイ。時間になると、アクセスが殺到し
ているであろう待機画面…その画面をじっと見ながら、次のアクションを
待ちます。睨むこと数十分、母のスマホが次の画面に！すでに残数が少
なくなっている日程もあるほど、予約は進んでいました。慌てて日時を
相談してタップし、無事に予約完了！間髪入れずに次は父の予約へ！何
とか無事に予約ができました。3人で万歳！あとで知りましたが、30分で
全ての予約枠が埋まったそうです。職域接種にワクチン不足…日々変わ
る環境の中、自分の接種はどうなることやら。
 （榎本暁子）

リアルの価値について。一時期VRやビデオ等のオンラインが
リアルのコミュニケーションに取って代わるのではと本気で思っ

ていました。しかし実際にオンライン飲み会やVR内でのイベント
に参加してみましたが、個人同士の新たな人間関係を築き、想いや感
動を共有することは難しく、いかに非言語コミュニケーションの空気感が
大事かということに気付かされました。私はマンツーマンのDJレッスンを
しています。部活も遊びも制限された高校3年生が何とか思い出をつく
りたいと門戸を叩いてくれました。恐らく何か行動して感情が高ぶる経験
をしたいのだと察しました。喜怒哀楽、人間らしい感情をより大切にして
生きていきたいと思います。
 （五嶋）

編集室から

叙勲
■旭日小綬章
長谷川清氏（’74法）
元日本司法書士会連合会副会長

■旭日双光章
横江末治氏（’61法）
公益財団法人滋賀県交通安全協会会長

中尾正治氏（’73理工）
建造物修理技術者

長谷川茂氏（’74経営）
元一般社団法人日本ビルヂング協会 
連合会常任理事

日下博規氏（’75理工）
元和歌山県古座川町議会議員

■瑞宝中綬章
谷口𠮷弘氏（’70院理工）
立命館大学名誉教授

■瑞宝小綬章
桑原廣美氏（’71法）
元総務省政策統括官付統計審査官

田中信夫氏（’75法）
元神戸税務署長

■瑞宝双光章
花田良明氏（’56法）
元日本国有鉄道 
大阪鉄道管理局芦屋駅長

若村光三氏（’67理工）
元大津労働基準監督署長

褒章
■黄綬褒章
清谷博氏（’76経済）
沖洲鍼灸院院長

就任

山下晃正氏（’75理工）
京都府副知事

高橋正秀氏（’80法）
株式会社新潟日報社代表取締役専務

大喜多悦子氏（’81文）
滋賀県近江八幡市教育委員会教育長

服部浩氏（’82法）
三重県副知事

川口龍雄氏（’83経済）
京都府宇治市副市長

西藤崇浩氏（’83経済）
滋賀経済同友会代表幹事

佐伯広幸氏（’83法）
デンツプライシロナ株式会社 
代表取締役社長

安川淳史氏（’84経済）
京都中央信用金庫専務理事

小林仁氏（’85経営）
株式会社ベネッセホールディングス 
代表取締役社長 COO

柴田幸生氏（’85経済）
エレコム株式会社 
代表取締役社長

堀貴雄氏（’85文）
岐阜県教育委員会教育長

繁吉健志氏（’85法）
山口県教育委員会教育長

和田孝雄氏（’86法）
パーソルホールディングス株式会社 
代表取締役社長CEO

春名貴之氏（’91経済）
株式会社かんぽ生命保険 
常務執行役

白川儀一氏（’93産社）
損害保険ジャパン株式会社 
取締役常務執行役員

桐田真人氏（’04経済）
滋賀県大津市議会議長

久田智史氏（’06産社）
ひさだアートインダストリー株式会社 
代表取締役社長

当選

堀忠雄氏（’68法）
京都府和束町長選挙

是永修治氏（’79法）
大分県宇佐市長選挙

関貫久仁郎氏（’81理工）
兵庫県豊岡市長選挙

横川真澄氏（’95理工）
岐阜県海津市長選挙

訃報

村岡治氏（’64理工）
元学校法人立命館評議員 
立命館スポーツフェロー名誉会長

遠藤保子氏
立命館大学名誉教授 
（産業社会学部）

鈴木富志郎氏
立命館大学名誉教授 
（文学部）

清野正義氏
立命館大学名誉教授 
（産業社会学部）
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コンビニで証明書が発行可能になりました
立命館大学は、1990年4月以降の卒業生を対象として、一部証明書を
コンビニエンスストアで発行・印刷できるサービスを開始しました。
（日本国内のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートが対象） 

手 順

❶ 右記のWEBサイトから利用を申請（初回のみ）。
https://crt.ritsumei.ac.jp/Student/ja-JP/ 

Account/Login?Graduated=True

本人確認書類の画像データが必要です。 
2回目以降は、利用申請は不要です。

❷  利用申請の承認後、通知メールが届き、 
申請WEBサイトへログイン。

❸ メニュー画面から、受取方法で「コンビニ発行」を選択。
❹ 必要な証明書の種類と支払い方法※を選択。

※コンビニ決済とクレジットカード決済が利用可能。

❺ 選択したコンビニのマルチコピー機で証明書を発行・印刷。

コンビニで発行できる証明書

卒業・修了証明書

成績証明書

在学期間証明書

退学証明書

非正規生証明書

料 金

●証明書発行手数料 ..............................300円／1通
●システム利用手数料 ..........................250円／1回の申請
●マルチコピー機のプリント料金 ......20円／1枚

手続きの詳細、また1990年3月以前に卒業された方の証明書申込については右記のWEBサイトをご覧ください。

利用申請に関するお問い合わせ先
立命館大学衣笠学びステーション  TEL：075-465-7877（平日 9:00～17:00） 

https://alumni.ritsumei.jp/
procedure/info/

〈お申し込み方法〉

●ISBN のない本　※バーコードの有無は関係ありません。

●百科事典  ●コンビニコミック  ●個人出版の本  ●マンガ雑誌  ●一般雑誌  
●同一タイトル11点以上  ●シングル CD  ●投票券等特典付きCD

買取額は市場価格等を考慮して（株）バリューブックスにて査定されます。買取額は需要と
供給によって決まるため、ご自身が大切にされている書籍であっても、残念ながら低額となる
ことや値段がつかないこともございます。お申し込みいただく際には、その点をご理解ください
ますようお願い申し上げます。

お申し込みに関してのお願い

2013年4月から2021年5月末までに
7,159名の方々から332,696冊の
本をお送りいただきました。
誠にありがとうございます。
引き続き、校友の皆さまのご協力を
よろしくお願い申し上げます。

① 梱 包

書籍を段ボール箱に入れてください。
●恐れ入りますが、段ボール箱は各自でご用意ください。
●5点（5 冊）以上から送料は無料となります。
●1回の申込箱数は 3箱までとさせていただいています。
● 2010 年以前に出版された書籍はお値段がつかない場合が多いため、 
お申し込み前に下記の申込ページをご確認の上、 
お値段がつかない本をできるだけ除いていただきますようお願いいたします。

② 申 込・集 荷

提携会社バリューブックスの 
ホームページからお申し込みください。

●お電話ではお申し込みいただけません。

https://www.charibon.jp/partner/ritsumei-u/  

～立命館の本活～

ISBN
見本

　  どのような仕組みですか？

　  以下の本は取り扱えませんのでご了承ください。

学園INFORMATION

│古本を活用した新たな支援のかたちです│

古本を送付 古本の集荷・
仕分け・買い取り

図書充実のための
費用へ

株式会社
バリューブックス

（提携会社）

校友の
皆さま

※ CD・DVD などを含みます。

お問い合わせ先

学校法人立命館 総務部 寄付事務局  TEL：075-813-8110（平日9:30 ～17:00）
※取扱品などについての詳細は、上記のホームページの「よくある質問」に掲載しています。

https://www.charibon.jp/partner/ritsumei-u/
https://crt.ritsumei.ac.jp/Student/ja-JP/Account/Login?Graduated=True
https://alumni.ritsumei.jp/procedure/info/
https://crt.ritsumei.ac.jp/Student/ja-JP/Account/Login?Graduated=True
https://alumni.ritsumei.jp/procedure/info/


校友会活動ビジョン

ビジョン
未来を生みだす、立命のきずな。
応援しよう、個のかがやきを。

行動指針
1. 未来を信じ挑戦し、自らのボーダーを超える。
2. 多様性を認め、楽しく相互に成長できるつながりをつくる。
3. 循環型支援の立命文化を創る。
4.グローバルシチズンとして、広く社会に貢献する。
5. 立命人としての誇りを持ち、大学の価値向上に寄与する。

りつめい  No.285／2021年8月号
発行所／立命館大学校友会／年3回発行
発行人／村上健治
編集人／乾 光孝
〒604ｰ8520  京都市中京区西ノ京朱雀町1
Tel.075（813）8216   Fax.075（813）8217
URL:https://alumni.ritsumei.jp/
E-mail:alumni@st.ritsumei.ac.jp
※ 2021年8月7日（土）～16日（月）は夏期一斉休暇のため事務局を閉局いたします。

ご連絡先の変更はこちらから▶
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