
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。
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　Withコロナで変わる“暮らし”

掲載内容は全て、2021年2月時点のものです。
デザイン・ディライツ広告事務所

輝 く ひ と
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株式会社アドレス 代表取締役社長

佐
さ

別
べ っ

当
と う

 隆
た か

志
し

さん
（’01国関）

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。国際関係学部在学中の2000年、イ
ンターンシップ生として株式会社ガイアックスに入
社。広報や事業開発事業で成果を挙げ、役員に昇
進。2016年、一般社団法人シェアリングエコノミー
協会を設立し、事務局長に就任。2017年以降、内
閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室より任命され
たシェアリングエコノミー伝道師、総務省地方公共団
体のシェアリングエコノミー活用に係るタスクフォー
ス構成員などを歴任。2018年、株式会社アドレスを
設立し、代表取締役社長に就任。職住一体型のCo-
Livingサービスとして、全国住み放題の「ADDress」
を展開する。2021年1月現在、全国に有する拠点は
120軒を超える。

場所に縛られない 
ライフスタイルを提案する
「『人生で一番幸せです』。お客さまの言葉に仕事の意味を確信しました」
2018年に株式会社アドレスを設立し、月々定額料金で全国にある物件のどこ

にでも住むことができる全国住み放題サービスをスタートさせた佐別当隆志さん。
都市にも地方にも住まいを持ち、一つの場所に縛られずに暮らす。佐別当さん
が提案した「多拠点居住」という新しいライフスタイルは、密かに高まっていた
ニーズに火を点け、瞬く間に注目を集めるようになった。
「多拠点で暮らすと、人生が何倍にも豊かになります」。佐別当さんは多拠点
居住の魅力をそう語る。「自然を満喫し、都市ではできない趣味や生活を楽しん
だり、その地域に住む人 と々交流したり。地域の数だけ新しいコトや人との出会
いがあります」

国際支援など国際社会に貢献する仕事に憧れ、国際関係学部に進学した佐別
当さん。大学2回生の時、海外セミナーでニュージーランドに行ったことで人生が
変わった。「現地の大学の授業で、社会で働く女性に仕事について伺う機会があ
りました。その時、目標を持ってガソリンスタンドでいきいきと働く女性から投げ
かけられた『日本人は何のために働くのか』という問いに衝撃を受けました」と言
う。自問し続けた末に導き出したのが、「社会にプラスの影響を与える仕事をした
い」という答え。それは、どんな時も前途を照らす人生の揺るぎない軸になった。

アドレスを起業した理由も、全国に約800万軒あるといわれる空家の問題を
知り、地方が直面する課題の解決に役立ちたいと考えたからだった。同社では、
全国各地の空家や別荘を活用。不動産を単に貸すのではなく、各物件に「家

や

守
もり

」と呼ばれる管理者を置き、地域の人 と々の交流や地域活動への参加を積極
的に橋渡しする。「当社の拠点『ADDress』の存在が地域の価値を高めることで、
利用者にとどまらず地域に住む人々をも幸福にしたい」と想いを語る。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の暮らしに対する意識は変わ
りつつある。「リモートワークなどの働き方が広がり、都心の暮らしに縛られず
多拠点居住を楽しむ人はもっと増えていくのでは」と笑みを見せる佐別当さん。

「『ADDress』をハブとして、新しい分散型の暮らし、分散型のコミュニティを
創っていきたい」。その言葉が現実になる日はきっとそう遠くない。

  撮影：岡田 一也

Withコロナで
 変わる

“暮らし”
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、

私たちの日常生活は様変わりした。

当たり前だった多くのことが制限される一方で、

新しい暮らしのスタイルや価値も生まれている。

今回は、「Withコロナ」の暮らしを前向きに捉え

新たな楽しみや喜びを見いだそうとする

校友にスポットを当てる。

撮影：P6-7  保田 敬介

│巻 頭 特 集│
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利用者が実名で投稿した「口コミ」から
全国の飲食店やグルメ情報を検索でき
る実名型グルメサービスサイト「Retty」。

「顔が見える実名での口コミ」「批評ではなくオスス
メを書き込む」「個々の好みに合った探し方ができる」
というコンセプトが多くのユーザーの支持を集め、日
本最大規模の実名口コミグルメサイトに成長した。

梅田亮さんがサイトを運営するRetty株式会社に
中途入社したのは2015年。「社長をはじめ当時20名
ほどいた社員のほとんどと話して、自社のサービスや
事業に対するみんなの情熱に心を動かされました」と
振り返る。気付いたら「この人たちと一緒に仕事をし
たい」と転職を決意していたという。

中学・高校時代はラグビーの強豪校で活躍した梅田
さん。ラグビー大国・ニュージーランドへ遠征したことも
あり、海外に関心を抱くようになった。ラグビーへの情
熱を燃やして立命館大学に進学したものの、わずか数
カ月後、けがで競技の継続を断念。それからは失意
を振り払うように海外旅行に熱中し、バックパックを担
いで世界30カ国を旅した。「大学でも国際経済を専攻
し、将来はグローバルに活躍できる仕事に就きたいと
次第に考えるようになりました」と語る。卒業後は大手
航空会社やコンサルティング会社など複数の会社で
経験を積む。そこで実感したのは、自分の知らない分
野にもおもしろい仕事がたくさんあるということだった。

「想像もしていないところに好きなことや自分に適した
ことがあるかもしれない。そう思い、『うちの会社に』と
声を掛けられた時には最初から拒否せず、まず話を聞
くようにしてきました」と言う。その中で自分が魅力を感
じるのは、会社の規模や事業内容よりも「人」だと気
付いた梅田さん。Rettyに入社を決めた時も、重視し
たのは「何をするか」ではなく「誰とするか」だった。

Rettyに入社して5年、現在は広告コンテンツ部門
の担当執行役員を任されている。「Rettyのサイトに掲
載する広告の営業や、サイトを通じて収集した飲食店
情報や利用者の口コミ情報などのビッグデータを顧

客企業のマーケティング支援に生かす事業を手掛け
ています」と言う。しかしこの1年、新型コロナウイル
スの感染拡大によって、飲食業界を取り巻く環境は一
変した。だが梅田さんは、「これが新しい体験価値が
生まれるチャンスになると、強い期待を持っています」
と言い、こうした時こそポジティブな側面に目を向ける。

「テイクアウトやデリバリーが増えたのもその一つで
す。これまで日本は海外と比べてこの分野が遅れてい
るといわれていました。しかしコロナ禍において、自宅
で過ごす生活スタイルが主流になる中で、持ち帰りや
宅配が新しい価値として定着しつつあります」と語る。

梅田さんはもう一つ、「外食の価値」が高まっている
ことにも注目する。「飲食店が開いていないと、食事が
できないだけでなく、人とゆっくり話をする場所を見つ
けることもままなりません。飲食店は『食』を満たすだ
けでなく、人や社会とつながる上で欠かせない場所
なのだと気付き、『外食の価値』を再認識する契機に
なったのではないかと感じています」と言う。

こうした中でRettyも、新しい暮らしの中で生まれ
た価値に焦点を当てた事業に着手している。「店舗の

『密』状況を可視化する技術や、飲食店のテーブル
に置かれたモバイル機器を使い、店員さんと接触する
ことなく注文や会計を済ませるモバイルオーダーなど、
コロナ禍で先進技術の導入が進みました。当社でも
現在、モバイルオーダーなどの技術を使った新サービ
スの提供に力を注いでいます。これまで当社は、グル
メサイトを通じて飲食店にお客さまを呼び込むことに
事業を集中していましたが、この機に新事業への展開
を加速し、事業の幅を広げようとしています」と語る。
梅田さんの部門でも、飲食店の人流データなど自社
で持つデータをフル活用して飲食店を支援する新し
いサービスを創出したり、政府への提言につなげたり
するなど、これまでにない挑戦を考えている。
「外食産業は日本が世界に誇る文化です。それを支

えることで、共に成長し続けていきたい」と梅田さん。
常に前向きに、明るい未来を見据えている。

— 巻頭特集 —With コロナで変わる“暮らし”

新しい生活様式で 
再認識した 

「外食の価値」。
梅
う め

田
だ

 亮
りょう

さん（’05経済）

Retty株式会社 
広告コンテンツ部門担当執行役員

いつの時代、どんな状況であっても、新社会人としてスタートするという点では同じです。
現状を悲観する必要はまったくありません。今、自分にできることを見つけて、これから
前向きに挑戦していってください。

新校友への
メッセージ

PROFILE　大阪府出身。2005年、経済学部を
卒業後、日本航空株式会社に入社。2年後、組
織マネジメントの外資系コンサルティングファー
ムに転職。大手クライアント企業の組織課題解
決に従事した後、グリー株式会社へ入社し、サ
ンフランシスコでの事業立ち上げなどに関わる。
2015年Retty株式会社に入社。執行役員として
飲食店向けの新事業開発などを経て、現在は広
告の営業および同社が保有するビッグデータを
活用した飲食店の支援事業を行う。
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2020年4月、新型コロナウイルスの感染拡大
が深刻化する中で、多くの結婚式が中止、ま
たは延期された。待ち望んだ結婚式を諦め

ざるを得ない人が続出する状況で、結婚情報誌『ゼク
シィ』の編集長を務める平山彩子さんは「いったいど
んな記事を届ければいいのか」と深く悩んだと語る。
「誰かと一緒に生きていく。そう決めた二人をどんな

時も応援したい。その想いから、結婚式を挙げたいと
考えているカップルに役立つ情報をいち早く発信しよ
うと決めました」と平山さん。結婚式を挙げた方に取
材し、どんなことに困ったかを聞き取るなど、リアルな
状況を伝える誌面作りに努めた。その中で心を砕い
たのは、読者が少しでも前向きな気持ちになれる内容
を盛り込むことだ。ソーシャルディスタンスを取りなが
ら素敵な写真を撮る方法やオンライン結婚式の楽し
み方を紹介したり、今すぐ結婚式を挙げられなくても
ウエディングドレスを着て記念写真を撮ってもらえたら
と「前撮りに映えるウエディングドレス企画」を組んだ
りするなど、視点を変えて現在の状況でこそ楽しめる
ことはないかと必死に考えた。

結婚自体や結婚式をするかどうかを迷いながら
『ゼクシィ』を手に取る人も少なくないという中にあっ
て、平山さんは結婚式を大切に思う理由をこう語る。

「別々の家庭に生まれ、異なる環境で育った二人が
出会い、価値観を合わせて共に生きていくことを決意
する。結婚の背景には、二人の過去を含めた壮大な
物語があります。そんなドラマチックな物語を色濃く人
生に刻んでほしい。いつもそう思っています」。そうした
考えを育んだ原点は、大学時代にある。

子どもの頃から本を読むことが何より好きだったと
いう平山さん。大学も日本文学を専門に学べるところ
を探し、立命館大学の文学部日本文学専攻を見つけ
た。「文学史をひも解きながら同時代の異なる作品に
共通点を探したり、作家の人生を掘り下げて作品に
投影されているところを深く読み解いたり、大好きな
本にどっぷり浸かった本当に幸せな4年間でした」と

振り返る。その中で、一人ひとりの人生にある「物語」
を大切にする視点を培ったことが、今の仕事に欠かせ
ない糧になっている。

大学卒業後、一度は人材紹介会社に就職したが、
働いてみて初めて自分の幸せや自己実現にとっての

「働くこと」の意味を考えた。改めて「大好きな本や
文章に携わる仕事に就きたい」という想いを強くし、
転職を決意。2008年、『ゼクシィ』編集部で編集者と
してスタートを切った。

それから10年余り、結婚や結婚式に対する価値観
の変化を感じてきた。「現代は『結婚式』への憧れよりも、

『夫婦になる』ことや『誰かと一緒に生活し、生きてい
く』ことに対する希望や関心が高まっているように思い
ます。かつて結婚式・披露宴は、一人前になったことを
親戚や知人に披露し、認めてもらうためのものでした。
でも今ではそうした『公的』な意味は薄れ、より『私的』
なものになり「感謝」や「周りの大切な人とのさらなる関
係性構築」が重要になっています。そうした時代の価値
観をきちんと反映させて本を作っていかなければならな
いといつも考えています」と語る平山さん。2015年に編
集長に就任してからは、「結婚式」だけでなく「結婚す
ること」に焦点を当てた記事も積極的に増やしてきた。

コロナ禍に直面する今、結婚式を巡る意識はさらに
大きく変わりつつあるという。「コロナ禍で本当に大切
な人との関係がより濃くなったような気がします。形式
にとらわれず、二人がその後もずっとつながっていきた
いと思う人をきちんと招き、感謝の念や祝福の気持ち
を伝え合う。そんなより本質的なつながりを大切にす
る結婚式が増えていくのではないでしょうか」。未曽有
の事態を経て新しいライフスタイルや人生観が生まれ、
結婚式のあり方も変化していく。しかし「一緒に生きて
いくと決めた二人を祝福し、応援したいと思う気持ちが
ある限り、結婚式はなくならないと私は信じています」
と力を込める平山さん。「これからも、『おめでとう』と
祝う気持ちを受け取ることのできる場を残していく。そ
の役割をしっかり果たしていきたい」と決意を語った。

— 巻頭特集 —With コロナで変わる“暮らし”

どんな時代も 
共に生きていく 
二人を 
応援したい。
平
ひ ら

山
や ま

 彩
あ や

子
こ

さん（’07文）

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 
『ゼクシィ』編集長

PROFILE　大阪府出身。2007年、文学部日
本文学専攻卒業後、株式会社リクルートエー
ジェント（現・株式会社リクルートキャリア）に
入社。2008年、株式会社リクルートに転職し、

『ゼクシィ』編集部へ配属。編集記事制作に
加え、PRやCMプロモーション、交通広告など
も担当。2015年10月、西日本エリア版編集長
に、2016年より首都圏版編集長を務め、2020
年よりゼクシィ編集部長兼統括編集長に。

今、世界中が同じ困難に直面していますが、それをどう捉え、自分がどう行動するかによっ
て未来はまったく違うものになるはずです。これからも世界や自由は、もっと広がっていき
ます。今の経験も必ず将来の糧になる。だから恐れず、自分らしく進んでいってください。

新校友への
メッセージ
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京都で300 年以上、扇子を製造・販売してきた株式会社山岡白竹堂。
十代目を継いだ山岡憲之さんは、コロナ禍の中、

生活スタイルに合わせた新商品を開発するなど「今」の暮らしを彩る扇子を提案し続けている。
伝統を守るだけでなく、変化することで続けていく秘訣を聞いた。

撮影：中尾 歓都己

江 戸時代から約300年にわたって京都で扇子を

製造・販売する家に生まれ育ちました。父親が

立命館大学出身だったこともあって、私も同じ大学に進学。

とはいえ当時は勉強よりもアルバイトに熱心で、真面目な学

生とはいえませんでした。数週間スキー場などに泊まり込ん

で働いたり、バックパック一つで旅に出て、所持金が尽きた

らそこでしばらく

アルバイトをし

て旅費を稼ぎ、

次の土地に行く

という「無銭旅

行」で全国各

地を歩いたりし

たこともありま

す。またキャン

パス近くの東映

京都撮影所で

は、エキストラ

のアルバイトもしました。時代劇の撮影現場で大スターを垣

間見たことも。映画が好きになったのは、その頃からです。

けれど自由に飛び回る生活は、それほど長くは続きません

でした。「父が胃潰瘍で倒れた」という知らせを受けたのは、

大学を休学してアメリカに留学していた時のことです。ちょう

ど夏に向けて扇子作りが始まる一年で最も忙しい時期だった

ため、すぐに帰国し、会社を手伝うことに。いずれは継ぐつ

もりでいたものの、あまりに急で戸惑いながらのスタートでし

た。幸い父はほどなく復帰しましたが、私は学業と並行しな

がら仕事を続け、卒業と同時に山岡白竹堂に入社しました。

チャレンジ精神と 
行動力が持ち味

京都には数百年続く会社が珍しくありませんが、その多く

が「新しいもの好き」の性分を秘めているように思います。

当社が300年も続いてきたのも、変化を恐れず、新しいもの

を柔軟に取り入れる気質があったからだと考えています。私

R I T S U M E I  I N T E R V I E W

行く先々でアルバイトをしながら各地を旅した

いつの時代も 
「今」の暮らしを彩る 

扇子を創る
株式会社山岡白竹堂 代表取締役

山
や ま

岡
お か

 憲
の り

之
ゆ き

さん（’88 経営）
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もそんな京都人の一人です。新しいこと、経験のないことに

チャレンジしたいという思いは人一倍強く、入社後は営業担

当として新しい販路の開拓に奮闘しました。

思い出深いのは、1990年に大阪で開催された「国際花

と緑の博覧会（花博）」の会場で商品を販売したことです。

「世界中から人が集まる博覧会で当社の商品を売りたい」

と思った私は、「花博」にちなんで花の香りをまとわせたうち

わを開発。博覧会に納入できるのは大阪府内の会社に限る

と聞かされていたにもかかわらず、思い切って取次業者に

持ち込みました。当然ながら最初はまったく相手にされませ

んでしたが、諦めずに何度も食い下がり、熱意で契約にこ

ぎつけました。うちわは花博会場内のショップで販売され、

想像以上の高い人気を得て、とてもうれしかったですね。

事業の一方で、大好きな音楽が縁でチャリティー活動にも

注力してきました。きっかけは、長崎県の雲仙・普賢岳の災

害後、若い頃から歌を聴き大ファンだったミュージシャンの

泉谷しげるさんが、チャリティーライブで被災地を支援してお

られると知ったことです。胸を打たれた私は、面識もないまま

「チャリティーに協力させてください」と名乗り出ました。そこ

で、泉谷さんが快く描いてくださったイラストをあしらった扇子

を販売し、売上金を寄付したのが「チャリティー扇子」の始ま

りです。2011年の東日本大震災後も10組のミュージシャンに

デザインを提供していただき、復興支援に役立てました。

仕事でもチャリティー活動でも、新しい一歩を踏み出す

時、いつも背中を押してくれたのは、「好き」という気持ちで

す。その気持ちがあれば、難しいと思えることでも大胆にぶ

つかっていくことができました。

もちろん今日までずっと順風満帆だったわけではありませ

ん。大口の取引先だった大手スー

パーチェーンが倒産した時には大打

撃を受けました。倒産の一報が飛び

込んできたのは、その取引先から支

払金が振り込まれる前日。結局、一

年で最も扇子が売れる7月と8月の

売り上げが入金されず、この時ばか

りは私も頭が真っ白になりました。自

社店舗や百貨店の売り上げでどうに

か窮地をしのぎましたが、その後新

しい取引先を獲得し、経営が安定す

るまでには何年もかかりました。

そうした苦い経験も経て、父から

会社を引き継いだのは43歳の時。そして2018年、創業か

ら300年を迎えた節目の年に、代々当主が受け継いできた

名跡である山岡駒
こま

蔵
ぞう

を十代目として襲名しました。

時代に合った 
扇子を考案

享保年間から今日まで当社が続いてきたのは、その時代、

時代で一般の方々に愛され、私たちの扇子が広く使われて

いるからに他なりません。「老舗の扇子」と聞くと「ふだんの

暮らしには縁遠いもの」と思われがちですが、私は現代で

も一般の方々に日常生活でこそ扇子を使っていただきたい

と考えています。そのために京扇子作りの技を生かしつつ、

現代のライフスタイルに合った商品を考案してきました。革

やデニムなどの素材を使ったメンズ商品を開発したのもそ

の一つです。鹿革を何度も染め直して風合いを追求し、デ

ニムの産地である岡山県に足を運び、ダメージ加工の現場

を見て納得できる素材を選ぶなど、現代の男性に「かっこ

いい」と思っていただけるよう徹底的にこだわりました。

また扇子は洋装や流行のファッションとも

合わせられることを多くの方に知っていただ

きたい。その想いから2018年、夢だった扇

子のファッションショーを開催。トレンドの洋

服に身を包み、扇子を手にしたモデルが百

貨店のエントランスホールのランウェイを歩き、

大きな反響をいただきました。

コロナ禍に見舞われたのは、気持ちも新た

に次のステージへ挑戦していこうとしていた

矢先のことです。売り上げは大幅に減少。八

坂神社近くの直営店は閉店したまま再開のめ

どは立っていません。しかし苦しいからといっ

て、じっとしていられないのが私の性分です。

これまで時代に合わせて新しいものを作ってきたように、今

の状況に合った商品を作れないかと知恵を絞り、思いつい

たのが、口元にあてて使う「お口元扇子」でした。

アイデアの元になったのは、「五
ご

明
めい

扇
せん

」という伝統的な扇

子。五本の骨組み、長さ五寸（約15cm）ほどの小さい扇

子で、あおぐというより掲示や品書き、手紙などをしたためる

ものとしてよく使われます。当社では、年賀状として新年の

ごあいさつを書いて、親しい方々に配っていました。五明扇

なら口元を覆うのにちょうどいいサイズで、開いたままテーブ

ルに置いても邪魔になりません。食事の席でマスクを着け外

しする代わりとして手軽に使っていただければと考えました。

扇子の両面に抗菌・抗ウイルス加工を施した上で、何より楽

しんでいただけるよう多彩なデザインを用意。2020年12月

から販売しています。

過去をさかのぼれば、今以上の困難も数多くあったに違

いありません。どんな世の中でも、今を生きる人たちに喜ん

で使っていただける扇子を作る。その積み重ねが300年の

歴史になったと思っています。これからも大変な時ほど新し

いことに挑戦し、活路を見出していくつもりです。

新しいものと伝統の両輪で 
次の 100 年へ

今、当社が多くの人に支えられて成り立っていることを改

めて強く感じています。扇子の製造を担う職人も不可欠な

存在です。扇子の製造には88もの工程があり、それぞれを

専門の職人が手掛けています。どの工程が欠けても扇子を

完成させることはできません。こうした職人と技を守っていく

ことも当社の使命だと考えています。一方で、扇子は将棋

や落語、日本舞踊、お茶などさまざまな文化・芸事と深い

関係があり、これらが失われると扇子も廃れてしまいます。

コロナ禍で当社だけでなく、関わりのある他の業界も苦しい

状況に置かれています。少しでもその方々の役に立てれば

と、京都の五花街に500本の扇子を寄贈しました。最近は

立命館大学との縁を感じることも多くなりました。仕事を通じ

て異業種の経営者と親しくなり、立命館大学の卒業生同士

と知って驚くこともあります。京都の会社として、また卒業生

として、立命館大学と縁のある方 と々ビジネスで関われるこ

とが喜びです。

泉谷しげるさんとの出会いから音楽と扇子という思いもよ

らないコラボレーションが生まれたように、今後も好きなこと

から新しい市場をつくっていきたい。一方で、当社の根幹で

ある京扇子も大切に守っていかなければなりません。これか

らも新しいものと伝統の両輪で400年、500年と歴史を重ね

ていきたいと考えています。

PROFILE

株式会社山岡白竹堂 代表取締役

山岡 憲之さん

1988年に経営学部を卒業。1718年の創業以来、約300年続く扇子店
の十代目を継ぐ。代々伝わる京扇子の他、新素材を使った扇子や現代
的なデザインの扇子を開発。また、2020年には手軽に口元を覆う「お
口元扇子」を発売するなど、時代に合わせた扇子を考案する。

立命館大学とのコラボレーションで、 
学生や卒業生が喜んで使える 

扇子を創りたいです
食事中に手軽に口元を覆えるお口元扇子

老舗の趣を感じさせる京都本店
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立命館大学研究活動報『RADIANT』（ISSUE13	サステイナブル,pp.6-7,2020.3）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/

自分とは違う視点の意見を聞くこと
で物事に対する理解が深まった
り、新しいアイデアを思いついた

りした経験はないだろうか。
「認知科学の領域では、異なる視点や

知識を持つ他者とのインタラクション（相
互作用）がメタ認知や批判的思考を促す
上で有効であることが知られています。相
互作用を繰り返すことで他の知識との関
連に気付いたり、より客観的に知識を捉
えることができるようになるのです」と解
説した林勇吾。

人は他者とのコミュニケーションや相
互作用を通じてどのように新たな視点や
知識を獲得していくのか。林はそのメカ
ニズムを探究するとともに、コンピュータ
を使って人と人、あるいは人とシステムや
ロボットとの対話や協同学習を支援する
方法を探究してきた。林によると、こうし
た研究は近年HCI（Human Computer 
Interaction）と呼ばれる学問領域で盛ん
に行われているという。「しかし情報工学

的なアプローチだけでは人のインタラク
ションを十分に捉えられないことがわかっ
てきました」と林。そこで林はHCIに認知
科学のアプローチを統合することで協同
学習による知識獲得のメカニズムを解明
し、その知見を生かして新しい協同学習
システムやロボットを作り出そうとしている。

現在研究しているのが、複数人が一緒
に学ぶ際に効果的なインタラクションを促
す「擬人化エージェント」、いわば「コン
ピュータの教師」を使った協同学習システ
ムである。「誰もがすぐに学習効果の高い
コミュニケーションを実践できるわけでは
ありません。そのため教育の現場では教
師や学習の補佐役によるファシリテーショ
ンが重要になります。学習場面でこうした
教師的な役割を果たす『コンピュータの
教師』は『PCA（教育用会話エージェント：
Pedagogical Conversational Agent）』
といわれます」と林。PCAを知的学習支
援システムに生かそうという研究は数多く
あるが、具体的にどのようにファシリテー

トすれば学習者同士のインタラクション
を活性化し、協同学習を促進できるのか、
いまだ最適な方法論は確立されていない
という。

林はまず、認知科学の発話分析手法（プ
ロトコル分析）を用いて人と人との対話実
験を行い、どのような言葉掛けがインタラ
クションを促進するかを明らかにした。そ
こでは、異なる他者の視点を取得する方
法やメタ認知と関連する発話を抽出する
分析を行っている。続いて、そこで得られ
た知見をもとに作成された発話モデルを
PCAに実装。その効果を確認するために
心理学的な実験室実験による検証を行っ
ている。

その一つが、学習者のペアがある概念
について学んだ後、それについて「互い
に説明し合う」ことでさらに理解を深める
という協同学習を支援するPCA
だ。 林が開 発したPCA
は音声認識と自然言
語処理技術を使っ

て2人の発言内容を検知・解析し、対話
が滞ったり学習に関係ない発言が続いた
りすると、効果的な対話を促すキーワー
ドを提示する仕組みになっている。

また林は、「言葉」以外にも学習効果を
高める介入因子を検討。人の身体からさ
まざまな情報をセンシングし、複数のコ
ミュニケーションチャネルを使ったマルチ
モーダルなインターフェースを協同学習シ
ステムに生かそうとしている。例えば「感
情表出」という因子もその一つだ。学習
場面では、褒め言葉などのポジティブな
言葉に加えて、うれしそうな顔といったポ
ジティブな感情を表す画像を提示すると、
学習者の学習意欲や理解度が高まること
を実証した。

さらに林が注目したのが、「視線」であ
る。互いに離れた場所にいる2人がパソ
コンのモニターを介して協同学習をする
際、2台の眼球運動測定器を同時に使っ
て視線の動きをリアルタイムで検知し、互
いのモニターに表示するインターフェー

スを開発した。「離れた場所にいる

相手とのコミュニケーションを成立させる
上では、お互いがどこに注意を向けてい
るのかという共同注意が重要だといわれ
ています。私たちは、学習者がお互いに
どこを見ているか、相手に対する注意を
与える手法を構築。学習者の視線を誘導
し、相手に対する共同注意を促すことで
対話が活性化することを確かめました」。

「最 新の研究では、異なる根
拠に基づく批判などのコン
フリクト（対立やあつれき）

を起こすような論争的議論が協同学習に
有効であるという先行研究から、効果的
なコンフリクトを引き起こす議論を誘発す
るような協同学習システムの開発

に着手しています」と林。現在は、研究
室に所属する学生とコンフリクトを引き起
こすためのプロンプトの提示方法を研究
するプロジェクトを進めている。目指して
いるのは、議論に不慣れな学習者が建
設的な議論を行えるよう「議論のやり方」
を教える教師役＝PCAの開発だ。まず
は議論に熟達したエキスパートによる理
想的な論争的議論から学習を深めるプロ
トコルを導き出し、「議論モデル」を構築
するという。それをPCAに実装して効果
を検証していく計画だ。

例えば未来の教室では、林が開発した
自律的なPCAが人に代わって教師の役
割を果たしているかもしれない。あるいは
臨床心理の現場でのグループセラピーや
カウンセリングにも応用できる可能性は広
がる。林の研究成果が
社会に実装される日
が待たれる。

認 知 科 学 の 知 見 を 応 用 し
イ ン タ ラ ク シ ョ ン を 促 す  
イ ン タ ー フ ェ ー ス を 開 発 。

を 活 性 化 す る
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

視線の動きをリアルタイムで
互いのモニターに表示する

I T が 人 と 人 と の

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 『 R A D I A N T 』。     今 号は『 R A D I A N T 』に掲 載された研 究 内 容をご紹 介します。

林
はやし

 勇
ゆ う

吾
ご

 准教授※

総合心理学部 

研究テーマ：人間同士の協同問題解決に関する研究、対話エージェント/ロボットとのコミュニケーションに関する研究、メディアイクエージョン（Media 
Equation）に関する研究、教育用の擬人化対話エージェントを用いた学習支援と実践、SNS上の発話・行動データの解析とその活用に関する研究 
専門分野：認知科学、ヒューマンインターフェース・インタラクション、感性情報学、ウェブ情報学・サービス情報学、学習支援システム、
教育工学、社会心理学 ※2021年2月時点。2021年4月より総合心理学部教授。
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校友会
未来人財
育成基金

4,681の個人・団体・法人から 264,441,102円校友会未来人財育成基金の実績
（2020年12月31日時点）

TOPICS

■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。

❶ WEB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
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。

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

申 込 方 法募 集 要 項

お 問 い 合 わ せ 先（ 受 付 時 間  土 日 祝 を 除く  9：3 0 ～17：0 0 ）

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

2020年11月1日（日）、「＋R校友会未来人財育成奨学金（成長支援）」受給学生
同士の交流と情報交換、前期における活動内容の報告を目的に、中間交流会をオンラ
インで開催しました。
冒頭、若手校友で2018年度・2019年度に＋R校友会未来人財育成奨学金を受給

していた日野未奈子さん（’20院社会）（現：株式会社みずほフィナンシャルグループ）
が「予期できない出来事や困難に直面した時、どのように乗り越えたか。その経験が、
社会人になってどのように活かされているか」をテーマに講演し、膝の故障をきっかけに
マラソンランナーから視覚障がい者の伴走者に転向した自身の経験にふれ、「挫折こそ
何かを変えるチャンス」であり「（物事を達成するためには）周りを巻き込みながらチーム
で取り組むことが大切」など、活動を通じて得た教訓を後輩学生に伝えました。
講演後のグループワークでは、各自の取組内容、進捗状況、抱える課題や悩み、成
長の実感やコロナ禍での活動の工夫などについて意見交換を行いました。実施後の学
生アンケートでは「少人数で内容の濃い話し合いができた」「新たな考えを発掘できた」
「客観的評価をもらえた」などの前向きな意見が多く寄せられました。コロナ禍で学生
間の交流の機会が減少する中、参加学生にとってお互いのモチベーションを高め合う
貴重な機会となりました。

「+R校友会未来人財育成奨学金（成長支援）」 
受給学生による中間交流会をオンラインで開催しました。

「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。

+R 校友会未来人財育成奨学金　成 長 支 援
2020年10月18日（日）、立命館大学校友会の初の試みとして「オール立命館校友大会2020」がオン

ラインで開催されました。企画の一つ「いつでも楽しめる！オンデマンド企画」にて、2020年度＋R校友
会未来人財育成奨学金（成長支援）に採用された代表学生3名の成果報告の映像を配信しました。

CASE 1

頑張っている人にエールを送る
『こころの絵本』制作

黒
くろ

田
だ

 優
ゆ

里
り

香
か

さん（院文2）

中学校の国語教員を休職して専修免
許状取得のため大学院で学びつつ、夢
であった絵本出版にも挑戦。「一度きりの
人生だからこそ、自分らしく輝いて全力で
楽しんでほしい」という願いを込め、愛
犬のイラストとともに読者へのエールを
綴った作品『世界中のあなたへ』を完
成させました。公立中学校などへの寄贈
が新聞やラジオ番組に取り上げられると、
「小学生向けの絵本も作ってほしい」と
の声が寄せられ、現在は、小学生を対
象とした『こころの絵本』の制作に取り組
んでいます。

CASE 2

環境にやさしい
生ごみ処理を

隅
すみ

田
だ

 雪
ゆき

乃
の

さん（生命3）

カンボジアでのボランティア活動を通じ
て開発途上国の貧困を目の当たりにしま
した。さらに、飲食店でのアルバイトで
食材の大量廃棄を経験したことで、環
境問題のなかでも特に食品ロス問題に
関心を持ちました。現在、キャンパスの
食堂から出る食べ残しなどの生ごみの再
資源化に取り組んでいます。生ごみを堆
肥化・乾燥化させた肥料で野菜を栽培
し、キャンパス内での販売を検討。さら
に商品にできない規格外野菜を使った
保湿リップクリームなどの商品開発も進め
ています。

CASE 3

オンライン自習室『まな花』
Stayhomeで勉強習慣と他大学他学部交流

外
とどころ

所 祐
ゆ

香
か

さん（経済3）

コロナ禍によって学生の学習意欲が低
下していることに問題意識を持ち、「学生
同士でモチベーションを向上させ、異なる
価値観の交流から新しい価値を創造するこ
と」を目標に掲げたオンライン自習室『ま
な花』を始めました。立命館大学の学生
のみならず、国公立大学や医学部の学生、
留学生など所属も多様な42名の学生がメ
ンバーとして登録。週に3回程度自習室を
オープンし、各自がそれぞれの学習を進め
るだけに留まらず、テーマを決めてディス
カッションするなどの交流も行っています。

［お手続きの方法］
お申し込みの際にお送りしました申込完了メールの「継続寄付の内容変更・解約について」の項目に記載されているURLにアクセスし、同じ
くお申し込みの際に別途メールでお送りしたパスワードでログインしていただき、お手続きください。
※申込完了メール、パスワードがご不明な場合は、再度メールをお送りしますので、寄付事務局までご連絡ください。

クレジットカードの有効期限が近づいていませんか？
クレジットカードの有効期限が切れますと、自動での引き落としができなくなります。
有効期限が近づいている場合、あるいは切れてしまっている場合は、更新のお手続きをお願いします。

インターネットから継続寄付をしてくださっている皆さまへ

3 名の
成果報告の

映像は
コチラ

（上）日野未奈子さんの講演、（下）学生同士のグループワーク
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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.2 ―

2020年7月、立命館大学校友会 母校・後輩支援事業と 
して、 立命館大学生・大学院生が交流する場所や機会を、 
オンラインを用いて創りつづけるプロジェクト「RI-sA」が始動
しました。

RI-sA学生事務局として運営に携わる5名の学生の発案の
もと、2021年1月より、立命館大学生・大学院生の交流を創り
つづけることを目的とした、3つの新企画が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

交流を創り出すプロジェクトを創発・支援 
RI-sA Lab�

思いをカタチに。志ある立命館生の挑戦を応援する。

■概要
あらゆる交流を創り出すプロジェクトの創発を目指し、チーム
でプロジェクトを企画・立案・発信する力を養うOnline Boot 
Camp、セミナーを開催。

■企画紹介
Online�Boot�Camp
オンラインを用いた立命館大学生の交流に資する、新たなプロジェクトの創発を目指す。2日間を通じて、
参加者同士の交流とチーム形成を行い、プロジェクトの具体的な計画について発表する。

■代表より一言
コロナ禍でつながりが希薄な中で、大学内では「いろんな方とつながりたい！」「今までにない新しい価値
を生み出したい！」という声は絶えません。そういった声を『カタチ』にするお手伝いができればと思い、
RI-sA Labのプロジェクトを発案しました。今こそ、志ある立命館生の力を合わせて、コロナ禍の苦難を
Beyond Borderしましょう！　

立命館生の交流の場 
RI-sAガーデン 

誰かの交流、人と人とのつながりを創りつづける。

■概要
Zoomを用いて、キャンパス・学部・回生を超えた 
立命館生のつながりを創り出すことを目的とした、さま 
ざまなジャンルの「交流会」を開催。

■企画紹介
立命館大学3キャンパス（衣笠・BKC・OIC）周辺のおすすめスポットの紹介や、全国のさまざまな地域
出身の学生による自慢の地元ツアー、方言を用いた交流会をオンラインで開催。

■代表より一言
「気軽にキャンパス・学部・回生を超えたつながりを生み出せる場を作りたい」という思いで考案したこの
企画。「RI-sAガーデンに参加したことで友達が増えた、ありがとう」。こうした多くの人からの感謝の言葉
がやる気の源になっています。

「しこう」の場（思考／試行） 
RI-sAゼミ�

わくわくする未来を創りだす立命館生を増やしたい。

■概要
Slackを用いて、オンライン上でともに学び合うコミュニティを形成。
SNS広報、デザインを学ぶセミナーなどをZoomで開催。

■企画紹介
デザインが得意な学生講師によるバナー作成講座、Zoomでの円滑な会議進行につながるファシリテー
ション力の向上を目的としたトークセッションなどを開催。

■代表より一言
RI-sAゼミでは、未来志向でより良い社会を創り出そうとする立命館生と、その交流を増やすことを目的に
活動しています。今の自分から一歩踏み出すきっかけを多くの学生に提供できるように、さまざまなイベン
トを企画しています。

岡村�謙一さん
（生命4）原田�香子さん

（文1）

松本�夏弦さん
（情理1）

■RI-sA学生事務局の声

RI-sAは、学生自身が企画・運営
することにより、学生のニーズに応
えた企画を創発することができます。

「自ら学生が、学部・研究科・回
生を超えた交流を創りだしていく」
という私たちのメッセージを今後も
拡げていきます。

コロナ禍で学生同士のつながりが
希薄になるとともに、チャレンジ
できる場も少なくなっている気が
します。特に新入生にとって深刻
な状況が続くなか、学生のつなが
りや挑戦する場をRI-sAで創り出
し、困っている学生の力となれば
と思っています。

増田�葉月さん
（院理工1）

伊達�裕紀さん
（院理工1）
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あ校 友 会 ネ ッ ト ワ ー ク

 行事報告 2020年4月～12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

6/27（土） 技術士会 総会 中央電気倶楽部 23名

7/25（土） 亀岡校友会 総会 ガレリアかめおか 13名

8/21（金） 建立会 総会 ヴィアーレ大阪＋オンライン開催 27名

8/23（日） 上田寛刑法・犯罪学ゼミ会 オンライン開催 12名

8/29（土） 岩手県校友会 総会 総会：IGRいわて銀河鉄道本社　懇親会：びすとろ銀河 15名

8/29（土） 福島県校友会 総会 エルティ 22名

8/29（土） 体育会ソフトテニス部創部100周年記念式典 ホテルグランヴィア京都 170名

9/19（土） マレーシア校友会 懇親会 客家料理店 Ying Ker Lou Hakka Restaurant 7名

10/2（金） 立命館学園会計人会 総会・研修会 京都税理士会館＋オンライン開催 29名

10/31（土） 埼玉県校友会 総会 浦和コミュニティセンター 19名

10/31（土） 北京校友会 総会 北京維景国際大酒店 19名

11/7（土） 立命館スポーツフェロー 総会 ザ・プリンス 京都宝ヶ池　 58名

11/15（日） 釣り同好会OB・OG会 会場：民宿 八方　釣りコンペティション：六〇渡船 5名

12/13（日） 立命館公認会計士校友会 総会 オンライン開催 8名

12/18（金） 京都校友会 総会 立命館朱雀キャンパス 7名

12/26（土） 広州校友会 総会 旭醤寿司 9名

▶

各校友会による 
オンラインイベントの 

開催案内はこちら
ご覧の上、 

ぜひご参加ください！

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

経営学部校友会 講演会
9/12
学部・学系

経済学部同窓会  
総会・講演会

11/28
学部・学系

│会場とオンライン同時開催│
福井県校友会 総会

11/7
都道府県

奈良県校友会  
西和立命会 記念セミナー

11/23
地域

香川県校友会 
リモート女子会

11/23
都道府県

│会場とオンライン同時開催│
北海道産社校友会（HSSA）設立記念企画

9/6
学部・学系

│会場とオンライン同時開催│
新潟県校友会 総会

9/12
都道府県

大阪校友会 総会
9/5
都道府県

2020 年度全国都道府県校友会 
代表者会議を開催
10月17日、「2020年度全国都道府県校友会
代表者会議」が開催されました。今年度は、新
型コロナウイルス感染症の影響に伴い、初めて
のオンライン開催となりました。当日は、村上
健治校友会会長による挨拶の後、校友会事務
局から事務連絡がありました。続いて、コロナ
禍における校友会のオンラインでの取り組みと
して、新潟県校友会、大阪校友会、九州・沖縄
ブロックから事例発表が行われました。

立命館宇治高校 2 年生対象キャリア企画 
「授業+R2020」を開催

12月9日・1月30日、立命館宇治高校で2年生を対象とし
たキャリア企画「授業＋R2020」が行われました。これは立
命館大学の若手校友と大学生が講師となり、自身の学生時
代や社会人としての経験をもとに授業を行っているものです。

「授業＋R」は2009年度からスタート。今回で12回目を迎
え、若手校友による授業は初のオンライン開催となりました。
若手校友と大学生の授業を通じて、高校生たちが学部選択や
大学進学、またその
先の大学生活、将来
の働き方について、
具体的に考える貴重
な機会となりました。

校友会 TOPICS ●1

（左上）事務連絡、（左下・右）各校友会からの事例発表

（上）12月に行われた大学生によ
る授業の様子、（下）オンラインで
授業を行った若手校友と大学生
企画運営スタッフ



2021年度から
校友会報「りつめい」は

年3回の発行に変更となります。
これまで校友会報「りつめい」は年4回発行してまいりました。

2021年度より、春、夏、冬の年3回の発行となります。
また、立命館大学の最新ニュースや校友会のイベント情報など、

会報ではお届けしきれなかったタイムリーな情報を月1回程度メールで配信いたします。

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

N E W S

E V E N T

※月1回程度（年12回程度）配信

NEWS

年3回 月1回 ※

メールアドレスをご登録ください

各種お手続きは、右記の登録情報変更フォームから
● 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/

●  2021年6月1日（火）以降にお申し込みをされた場合は次々号の会報からの配信となります。
●  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。

2021年5月31日（月）までにお申し込みされた場合

夏号（2021年8月発行）の会報から、メールでの配信を行います。
PDFまたはデジタルブックでご覧いただけます。

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？

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。

--------

--------

登録情報変更フォームにて、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
方
法
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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。

あの日から10年目を迎えました。2011年3月11日の大震災そして福島第一

原発事故により、私たちが「うつくしまふくしま」と自慢してきた美しい福島県は、

「フクシマ」とカタカナで表記されるようになってしまいました。

この震災そして原発事故に対する母校立命館大学そして校友会の反応は誠に

素早いものでありました。2011年の校友大会で登壇した当時の福島県校友会の 

富田良夫会長（’67法）は、「卒業以来40数年、立命館大学は、私たちのことを

忘れていなかった。」と、壇上で号泣されたのを、昨日のことのように思い出します。

その後も、現役学生の被災地支援ボランティア、震災見舞金・復興支援金の

募金活動、校友会「東北応援ツアー」の実施、福島県と立命館の連携協定

締結等、福島と関西の距離を感じさせない数々の被災地校友会支援を、切れ

目なく行っていただきました。

震災１０年目の節目にあたり、これまでのご支援に改めて感謝申し上げますと

ともに、福島県校友会のさらなる活性化をお約束して、御礼といたします。

ここまで書いたところで、2月13日深夜、福島県沖を震源とする大きな地震発生。

10年前の大震災の再来かと心配したが、今回は津波と原発事故の心配はないとの

こと。家の中は物が散乱していますが、片付けに取り掛かる気持ちもだいぶ楽です。

それにしても、食器やグラス類が、値段の高いものから壊れているのは、10年

前と同じ。
立命館大学福島県校友会

幹事長 馬場幸蔵（’７６産社）

2019年8月に開催された福島県校友会総会・懇親会

ベトナムから「IT人材育成プログラム」 
修了生が来学
12月8日、株式会社Rikkeisoftのタ・ソン・トゥン代表取
締役会長（’11情理）と株式会社リッケイ（日本法人）のグエ
ン・クアン・キー取締役副社長（’12情理）が立命館朱雀キャ
ンパスに来学し、仲谷善雄学校法人立命館総長と懇談しまし
た。お二人はハノイ工科大学在学中に国際協力機構（JICA）
の「IT人材育成プログラム」の学生として立命館大学の情報
理工学部で学び、トゥン会長は卒業後、ベトナムで株式会社
Rikkeisoftを起業され、2016年には日本法人の株式会社リッ
ケイを創立されました。懇談では、ベトナムでのIT人材の育成
に積 極 的 に
取り組みたい
という熱い抱
負が述べられ
ました。

経済学部就職活動応援企画 
「メントレ」を開催

経済学部では、経済学部同窓会の後援を受け、
今回で8回目となる就職活動応援企画「メント
レ」を、1月10・11日にオンラインで開催。就
職活動を控えた3回生を対象に、経済学部の校
友62名が2日にわたって、模擬面接やエントリー
シートの作成指導などを行いました。3回生に
とっては、今後の就職活動に向けて自信がつくと
ともに、現在の「学び」の日々をどのように将来
の「働く」日々へとつなげるかを考える時間とな
りました。

校友会 TOPICS ●2

左から、グエン・クアン・
キー株式会社リッケイ
取締役副社長、仲谷善
雄総長、タ・ソン・トゥ
ン株式会社Rikkeisoft
代表取締役会長



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？

4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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 卒業後も大学を利用しよう！
│校 友 も 利 用 で き る サ ー ビ ス が あ り ま す│  

ご連絡先の更新をお願いします

　いつも、校友会報「りつめい」をご愛読いただきましてありがとうございます。ご登録いただいて
いる情報に基づき、校友会報とともに各地の校友会の情報、イベント等のご案内を同封してお届け
しています。お住まいやお勤め先などの連絡先に変更が生じましたら、下記から更新をお願い
いたします。

ご連絡先変更フォームURL ▶https://alumni.ritsumei.jp/procedure/entry/

	 図書館 のご利用

　衣笠の平井嘉一郎記念図書館、BKCのメディアセンターと
メディアライブラリー、OICライブラリー、朱雀リサーチライ
ブラリーをご利用いただけます。※ご利用には申請が必要です。

窓口

▶http://www.ritsumei.ac.jp/lib/
● 平井嘉一郎記念図書館（衣笠） TEL.075-465-8217
● メディアセンター（BKC） TEL.077-561-2634
● メディアライブラリー（BKC） TEL.077-561-3943
● OICライブラリー TEL.072-665-2520
● 朱雀リサーチライブラリー TEL.075-813-8257

	 各種証明書 のお申し込み

申し込み方法

　校友会ホームページ「各種手続き」の「証明書申込
案内」をご覧ください。
▶https://alumni.ritsumei.jp/procedure/info/
　コンビニでの証明書発行サービスについてはP.31を
ご覧ください。
　ご不明な点がございましたら、下記窓口までお問い
合わせください。

窓口
● 衣笠キャンパス

〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 
衣笠学びステーション 証明書発行係 
TEL.075-465-7877
法務、公務、教職研究科は朱雀キャンパス（朱雀独立研究科
事務室）でも窓口での受付・発行を行います。

● びわこ・くさつキャンパス
〒525-8577 草津市野路東1-1-1 
BKC学びステーション 証明書発行係  
TEL.077-561-4972

● 大阪いばらきキャンパス　
〒567-8570 茨木市岩倉町2-150 
OIC学びステーション 証明書発行係  
TEL.072-665-2050

 校友サロン のご利用

　立命館大学では各キャンパスに「校友サロン」を設けています。
校友のお仲間同士やご家族で、母校へお越しの際の待ち合わ
せや、くつろぎの場としてぜひご利用ください。いずれのキャン
パスも事前のお申し込みは不要です。お気軽にお越しください。
※  時間外の対応はいたしかねますのでご了承ください。詳細は校友会

ホームページ「活用する」の「『校友サロン』のご利用」をご覧ください。
▶https://alumni.ritsumei.jp/use/use/

校友サロン
● びわこ・くさつキャンパス コアステーション3階ラウンジ
● 大阪いばらきキャンパス B棟1階ラウンジ
● 朱雀キャンパス 中川会館6階校友ロビー
※衣笠キャンパス 国際平和ミュージアムロビー（1階・2階）

   2021年4月より約2年半はリニューアルのため休館します。その
期間は校友サロンを利用できません。あらかじめご了承ください。 
再開についての情報は校友会ホームページにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、キャンパス入構および図書館の利用が 
通常とは異なる場合がございます。下記のURLより情報をご確認ください。

▶http://www.ritsumei.ac.jp/news/covid19/
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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

アメリカンフットボール部 

アメリカンフットボール部PANTHERS、 
5年ぶりの甲子園ボウル出場決定ならず 
11月28日（土）、「2020関西学生アメリカンフットボールリー
グ」決勝戦が万博記念競技場（大阪府）で開催され、アメリカン
フットボール部PANTHERSは関西学院大学FIGHTERSと対
戦しました。5年ぶりの甲子園ボウル出場を目指しましたが、14
対16で惜しくも敗れました。
前半の第1クオーター、PANTHERSはランプレーで着実に前
進し、主将の立川玄明選手（経済4）がタッチダウンを決めて先
制しました。その後、FIGHTERSにタッチダウンを許し、7対7の
同点で試合を折り返しました。後半は、野澤研選手（スポ健3）
から木村和喜選手（経営4）へのパスが鮮やかに決まり、タッチ
ダウンに成功。14対7と再び試合をリードしましたが、その後、
FIGHTERSに二つのフィールドゴールを決められ、14対13と1
点差に詰め寄られました。PANTHERSは立川選手のランを中
心にエンドゾーン目前まで迫りましたが、タッチダウンを奪うこと
ができず、試合終了間際にフィールドゴールをFIGHTERSに決
められ、勝利を逃しました。

写真：アフロスポーツ

日本拳法部 

｢第65回全日本学生拳法選手権大会」優勝
12月6日（日）、「第65回全日本学生拳法選手権大会」がエ
ディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で開催され、日本拳

法部が女子トー
ナメントで2年ぶ
り2度目の優勝
を果たしました。
また、女子最優
秀選手には主将
の坂本佳乃子選
手（産社3）が選
ばれました。

女子陸上競技部 

女子陸上競技部、「2020全日本大学女子選抜 
駅伝競走（富士山女子駅伝）」で3位入賞
12月30日（水）、静岡県富士山麓で開催された「2020全日
本大学女子選抜駅伝競走（富士山女子駅伝）」で、女子陸上競
技部が3位に入賞しました。富士山本宮浅間大社前をスタート
し、富士総合運動公園陸上競技場を目指す7区間43.4km。日
本一奪還をかけてレースに挑みました。1区で8位と遅れをとっ
たものの、2区で主将の飛田凜香選手（スポ健2）が次 と々6人
を追い抜き、2位に浮上しました。3区、4区でも好走を見せ、順
位を維持してたすきをつなぎました。続く5区では大東文化大学
の追い上げを受け、順位を3位に落としましたが、6区、7区で懸
命に粘りの走りを見せ、3位でゴールしました。3年ぶりの優勝を
成し遂げることはできませんでしたが、昨年よりも順位を上げ、3
位で表彰台に返り咲きました。

7区の松本美咲選手（経済4）　写真：月刊陸上競技

サッカー部 

東野広太郎選手がJリーグ・ロアッソ熊本に 
2021年シーズンより加入内定
12月11日（金）、サッカー部の東野広太郎選手（産社4）が、
Jリーグ・ロアッソ熊本に2021年シーズンより加入することが
内定しました。
東野選手は、サンフレッチェ広島F.Cユースからサッカー部へ
入部。フィジカル能力が高く、1対1などの対人プレーを得意と
するほか、右足から放たれるロングフィードの正確さにも定評が
ある選手です。�

写真：立命スポーツ編集局

田中康介選手、延祐太選手がJリーグ・ 
福島ユナイテッドFCに2021年シーズンより加入内定
12月25日（金）、サッカー部の田中康介選手（産社4）、延
祐太選手（産社4）が、Jリーグ・福島ユナイテッドFCに

2021年シーズンより加入することが内定しました。
田中選手は、京都サンガF.C�U-18からサッカー部へ入部。
複数のポジションをこなし、攻守ともに高いレベルでプレーす
るマルチプレーヤーです。戦術理解にも優れており、ピッチ全
体のバランスを見た的確な指示やサポートで、チームに安定
感をもたらす存在です。今シーズンはキャプテンとしてチーム
メイトらとのコミュニケーションを重視し、主体性のあるチー
ムを築いてきました。
延選手は、JFAアカデミー福島からサッカー部へ入部。ス
ピードに乗ったドリブルや裏への抜け出し、ゴール前のプレー
の質の高さに定評がある選手です。1回生の頃からリーグ戦
に出場し、2019年度「第97回関西学生サッカーリーグ」で
は得点王を獲得しました。

CULTURE/ART 文化・芸術

問い合わせ先：学生オフィス
☎ 075-465-8167
※掲載中の所属・回生などは開催時点のもの

応援団チアリーダー部 

「JAPAN CUP2020 日本選手権大会」入賞
11月13（金）～15日（日）、国立代々木競技場（東京都）で

「JAPAN�CUP2020�日本選手権大会」が開催され、応援団チ
アリーダー部が、スモールグループス演技競技女子部門�
DIVISION.1大学の部で準優勝、ダブルス演技競技で3位を
獲得しました。今大会、応援団チアリーダー部からは6チーム
が出場。全てのチームでミスなく演技ができるよう、互いにライ
バル意識を持ち、助け合い、高め合いながら練習に励んできま
した。そして、練習の成果を見事発揮し、2チームが入賞という
好成績を残しました。

写真：立命スポーツ編集局

立命館大学

学生の活躍
最新情報は
こちらを
チェック！

田中康介選手（左）、延祐太選手（右）

写真：立命スポーツ編集局



27APRIL 202126 APRIL 2021

文部科学省「ダイバーシティ研究環境実現 
イニシアティブ（先端型）」事業に選定
10月1日、立命館大学は文部科学省の科学技術人材育
成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
（先端型）」に選定されました。2016年度に同事業の「特
色型」に採択されたことに続き、「先端型」で採択された本事
業ではさらに高い目標を掲げ、研究環境のダイバーシティ向
上に尽力します。女性研究者のキャリアパスをつなぐ3つの
施策を一連の「Creating�Futures�プログラム」として整備。
女性研究者の採用比率の向上と女性リーダーおよび幹部職
の増加を目指します。

キャリアをつなぐ支援を行うとともに、国際的に活躍できる女性研究リーダーの育成を目指す

�

日本留学AWARDS「留学生に勧めたい進学先」 
西日本地区大学院部門で3年連続大賞受賞
「日本留学AWARDS2020」において、立命館大学大学院
が西日本地区大学院部門で大賞を受賞。また、西日本地区私
立大学（理工系）部門と同（文科系）部門で入賞しました。日
本留学AWARDSは、一般財団法人日本語教育振興協会「日
本語学校教育研究大会」が主催し、全国の日本語学校の教職
員の方々が自校で学ぶ留学生に勧めたい大学や大学院を投票
で選び、表彰するものです。立命館大学大学院の大賞受賞は
3年連続、入賞は4回目です。

充実した教育内容や学生の満足度、留学生に対する学習面でのサポートなどが評価された

�

マネーフォワードと連携し 
起業家育成支援を開始
12月2日、学校法人立命館は株式会社マネーフォワードと
連携し、学生の起業を応援する「起業家育成プログラム」を開
始しました。本プログラムは「立命館・社会起業家支援プラッ
トフォームRIMIX（Ritsumeikan� Impact-Makers� Inter�X�
（Cross）�Platform）」の一つに位置づけられています。立命館
の小学生から大学院生まで受講でき、起業やアントレプレナー
シップについて学びます。プログラムを通じて、変化の多い時代
に社会課題の解決に挑戦する人材とマインドを養成します。

マネーフォワードと立命館、起業家育成支援において連携を開始

�

「総長PITCH THE FINAL 2020」開催
12月19日、オンライン配信で「総長PITCH�THE�FINAL�
2020」を開催しました。「総長PITCH」は、立命館学園の学
生・生徒らが社会課題を解決するための起業アイデアを総長
や投資家に直接提案するコンテストです。2019年に始動し
た「立命館・社会起業家支援プラットフォームRIMIX」の一
環として、協力企業であるソニー株式会社の「SSAP（Sony�
Startup�Acceleration�Program）」の支援のもと開催してい
ます。第2回となる今回は、選考を通過した7チームが事業構
想を発表。750を超える視聴数でした。

総長賞・オーディエンス賞の受賞チーム「ABABA」

�

atama plusとAIや学習データ等を活用した高大接続、 
入試企画の検討に関わる連携協定を締結
学校法人立命館は、atama�plus株式会社と、AIや学習デー
タを活用した高校と大学の接続、入試企画の検討に関わる連
携協定を締結しました。新しい高大接続と入試のあり方を考え
る共同研究会を立ち上げ、2021年1月より立命館大学に進
学する附属校生を対象に、atama�plusが提供するAIを用い
た学習システム「atama＋」を活用した大学入学前基礎学力
定着の実践研究を開始しました。同年4月から学習歴を踏ま
えた入試企画の検討やオンライン入試プラットフォームの開発
に取り組んでいきます。

左から、山下範久常務理事、森島朋三理事長、稲田大輔atama�plus株式会社代表取締役、滝沢優氏

�

科研費の採択件数・配分額で 
「私立大学３位」を獲得
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・
配分額ランキングで慶應義塾大学、早稲田大学に次ぐ私立大
学3位（西日本私立大学1位）となりました。採択件数も過去
最多の690件で、初の私立大学3位でした。本学では「2025
年度に科研費全員申請」を目標に掲げています。申請が増えて
いることに加え、若手研究者の育成や女性研究者の活躍推進
に向けた取り組みが功を奏し、この成果につながりました。

科研費は研究者の日々の研究活動を支える基盤となっている（写真提供：総合心理学部林勇吾准教授）

�

校友会報283号（2021年1月号）記事に 
関する訂正とお詫び

校友会報 283号の 28ページ「キャンパストピックス」の「映
像学部・研究科、情報理工学部・研究科が2024年4月、
大阪いばらきキャンパスに移転」の記事に掲載した写真は、
理工学部の教員の研究風景でした。以下のとおり訂正し、
再度掲載します。関係者の皆さまにご迷惑をお掛けしたこ
とを深くお詫び申しあげますとともに、読者の皆さまに誤解
を与えるような内容であったことをお詫び申しあげます。

�

映像学部・研究科、情報理工学部・研究科が
2024年4月、大阪いばらきキャンパスに移転
8月25日、学校法人立命館は、衣笠キャンパスにある映
像学部・研究科、ならびに、びわこ・くさつキャンパスにあ
る情報理工学部・研究科の2学部2研究科を、2024年4
月に大阪いばらきキャンパス（OIC）に移転することを発表
いたしました。両学部ともにデジタルテクノロジーを基盤と
し、Withコロナ、ポストコロナの新たな時代に向けた教育
への取り組みと親和性が高く、またSociety�5.0時代におけ
るさまざまな社会課題の解決に向けた貢献が期待される学
問分野です。移転を機に、立命館はOICを「ソーシャルコネ
クティッド・キャンパス」、すなわち、社会課題を解決するた
めの実証実験や価値創造が行われる、社会とのつながりと
拡がりをもったダイナミックなプラットフォームとなるよう改
革を進めます。さらに、OICの成果を他キャンパスの教育・
研究へも展開し、新たな教育・大学のあり方を示し、学生・
院生・研究者の満足度のみならず、企業や自治体などからも
「連携したい」と期待されるキャンパスを形成します。

アートとデジタルテクノロジーを基盤とするクリエイティブなキャンパスを目指す（写真はイメージ）

最新情報は
こちらを
チェック！

をあなたの学び場に
［立命館アカデミックセンター］

�
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新型コロナウイルス感染症は人々の生活や健康にあらゆる
影響を及ぼした。ある調査では医療施設や介護施設に

滞在している高齢者において、外出自粛による認知機能の低下が
見られたという。認知機能と身体活動にはどのような関連があるの
だろうか。また、外で体を動かす機会が減っている今、私たちに必
要なことは何なのだろうか。

認知機能の低下を防ぐには�
週150分以上の運動が必要

新型コロナウイルス感染症の影響で、1回目の緊急事態宣言時に
は多くの人が不要不急の外出を控え、通勤からテレワークに移行す
るなど、人 の々生活は大きく変化した。丸一日家から一歩も出ない
日が増えたという人もいるのではないだろうか。しかし、この新しい
生活様式が人 の々健康状態に大きな影響を及ぼすのではないかと、
立命館大学スポーツ健康科学部の橋本健志教授は懸念を示す。
「そもそも身体活動の低下は、死亡のリスクファクターとして非
常に重視されています。WHO（世界保健機関）の報告では、高
血圧、喫煙、高血糖に次いで、運動不足が死因として挙げられて
いるほどです。そのため、感染症を警戒して家に閉じこもらざるを
得ない現状は、健康を維持するという観点では非常に困難な状況
であると感じています。
認知機能に関して言えば、最近の研究によると、機能低下を防ぐ

ために座った状態でいる時間は1日2時間以内に留めること。さら
に、運動は1週間に150分以上行うこと
が推奨されています。これは、WHOが
定める身体活動の推奨基準と同等
です。コロナ禍で人 の々活動が制
限されているこの状況下は、身
体活動の低下だけでなく、それ
に伴う認知機能の低下が起こっ
てくるだろうということは容易に想
像ができます」（橋本教授、以下同）

生活様式が大きく変わる中、1週間に150分以上の運動時間を
確保できている人はどのくらいいるだろう。座った状態を1日2時
間以内に留めるというのも、デスクワークの人や高齢者にとっては
ハードルの高い目標だ。自分や家族の健康を保つためには、どのよ
うな習慣を取り入れればいいのだろうか。

増える自宅時間�高齢者の認知機能を守るためには？

「高齢者の認知機能の低下の発端は、老化による筋肉の衰えに
あると考えています。加齢に伴う筋力の衰えやメタボリックシンド
ロームなどが重なり、徐 に々体を動かすのが難しくなる。そうして
活動量が減少すると、軽度の認知症のような症状が起こり、それ
がさらに活動量を減らす原因になる。負の悪循環に陥ってしまうの
です。このサイクルを断ち切るためには、まずは生活の中に運動習
慣を取り入れることが大切です。
ご高齢の方におすすめしたいのが、ラジオ体操第二や踏み台昇
降です。ラジオ体操第二は、早歩きでウォーキングをするのと同程
度の運動強度があります。家の中でも行えるので、ぜひ週に3日以
上を目標に行っていただきたいですね。また、踏み台昇降も、朝と
夕方の1日2回、1週間に計140分間行うことで、認知機能が十
分に改善されるということが研究で証明されています。
さらに、地域によっては、住民が合同でダンスを行っているとこ

ろもあります。Web上で他の人とつながりながらダンスを楽しむよ
うな取り組みもなされているので、それらに参加されるのもいいか
もしれません」
高齢者に関しては、まずはWHOの推奨している週150分を目
標に運動を習慣づけることが大切だという。では、ラジオ体操第二
や踏み台昇降では物足りない現役世代にはどのような運動が効
果的なのだろうか。

強い負荷が脳を活性化�カギは乳酸にあり

橋本教授が研究を進める中で明らかになったのは、認知機能の向
上には運動の強度と時間が重要な因子として働いているということだ。
「研究の中でわかっていることの一つは、軽い運動を短時間する

よりも、強度の高い運動を30分
以上行うことが認知機能の向上
には効果的であるということ。そ
してもう一つは、同じ運動でも、
30分以上一定の強度で行うより、
短時間でも時折強度を上げなが
ら行う、いわゆるインターバル運
動が認知機能に効果的であると

いうこと。つまり、適度な運動を適度な時間行うよりも、短時間で
も強弱をつけることが大切だということです。
その理由の一つとして、私は乳酸が挙げられるのではないかと
考えています。乳酸とは、激しい運動をした際に筋肉から発生する
成分です。脳が安静状態にある時は、糖分をエネルギーにして機
能しますが、ひとたび激しい運動をすると糖の吸収率が悪くなるの
です。その時、糖の代わりになるのが乳酸です。運動をすると神経
活動が活発になり脳の活動がアクティブになります。そこにエネル
ギーとして乳酸が供給されれば、脳の活動が活発になり、認知機
能も向上するのではないかと考えています」
読者の中にも、仕事や考え事が行き詰まった時に体を動かすと、

ぱっとアイデアがひらめいたという経験がある人もいるのではない
だろうか。このメカニズムについても、橋本教授は乳酸との関連を
指摘している。そして、日 の々運動でも、認知機能を向上させるた
めには乳酸が発生する程度の強度が必要だという。
「おすすめなのがスロートレーニングです。スロートレーニングと
は、動作をゆっくり行うレジスタンス運動で、大きな筋力増強効果
が得られることで知られています。同じ動作でも動きをゆっくりにす
るだけで負荷はかかりますし、乳酸も発生しやすくなります。コロナ
の感染予防対策として体を動かす機会が少ない今だからこそ、普
段よりも負荷の強い運動の習慣をつけていただきたいですね」

運動習慣のモチベーションアップのために、�
目指すは「栄養循環の可視化」

超高齢化が進む日本では、健康寿命を伸ばすための研究はま
すます需要が高まってくると考えられる。橋本教授は今後の展望
について次のように語る。
「健康的な生活のために、人 の々行動変容のモチベーションを高
めるような研究ができればと考えています。健康に気を使って、ほ
んの少し運動をしたり、食事に気を使ったりするだけでは、体に変
化が見られずどのように作用しているのかがわかりません。そのた
めやる気が起きにくく、運動や食生活を変えても続きにくい。そこで
栄養や運動の効果を可視化できるようなテクノロジーを開発でき
ないかと考えています。例えば、身につけるだけで血中の成分を解
析できるようなツールで、運動時に乳酸が発生している様子や、食
事で摂取した栄養が体中に行き渡る様子が実際に見えるようにな
れば、モチベーションアップにつながるのではないでしょうか」
昨今のめざましく進歩する科学技術を使えば、体内を随時モニ

タリングできる日はそう遠くないだろう。しかし、実際に健康的な
体づくりには、運動や食事など基本的な生活習慣が欠かせない。
新しい生活様式の一つに、まずは週150分の運動習慣を取り入
れるところから始めてみてはいかがだろうか。

外出自粛で認知機 能が低下？ 
新しい生活様式に 取り入れるべき運動習慣とは

大学発オウンドメディア「shiRUto」
立命館大学のさまざまな「知」を通して

社会に新しい価値を

「shiRUto」は、立命館大学の教育・研究から得
られる知の数々が私たちや社会とどう関わって
いるのかを、ビジネス、テクノロジー、グローバ
ル、ライフ、スポーツ、カルチャーの6つの視点
で取り上げる大学発オウンドメディアです。世界
を、日々の生活をよりよくする、明日のビジネス
を考える、新たなイノベーションを起こす、そんな
きっかけを生み出すメディアを目指しています。

https://shiruto. jp/

shiRUto�「外出自粛で認知機能が低下？　新しい生活様式に取り入れる
べき運動習慣とは」https://shiruto.jp/life/2489/　（公開日：2020年
12月29日）を一部改訂し、掲載

立命館大学�スポーツ健康科学部�
橋本健志教授
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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月以前にご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/

お申し込み方法が変わりました

◦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1月末までに
7,099名の方々から329,886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。

お問合せ先

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。

校 友 消 息（ 2021 年 2 月 10日現 在 判 明 分 ） B O O K S（ご著書のご寄贈）

校友会へご寄贈いただきましたご著書の中から
一部をご紹介します。

◆山中諄氏（’65経済）著

『翼の生えた鉄道マン』
 株式会社リフレ出版　1,000円+税

◆鎮勝也氏（’91産社）著

『ラグビーが好
す
きやねん』

 株式会社ベースボール・マガジン社　1,500円+税

◆まさおさま（本名：下高原正男）氏（’92経済）著

『終わりで始まりの物語』
 株式会社文芸社　500円+税

◆項琳琳氏（’08院国関）訳

『朝阳，谢谢你』
 著者／前田妙子 
 大连理工大学出版社　32.00元

INFORMATION

まずは今春卒業を迎えた皆さん、ご卒業おめでとうございます。そしてよ
うこそ立命館大学校友会へ。皆さんには38万の校友が将来に向けての
さまざまなアドバイスをくださるでしょう。時にはリモートで飲みながら愚
痴も聞いてくださるかもしれません。皆さんは、感染症対策の中、講義
を受け、無事に卒業されました。一方、はるか海の向こうでは、大統領
選の混乱の収拾と、本当の自由と平等に向けて舵が切られています。
世の中のうねりのダイナミズムには、皆さんが学ばれた最高学府での学
びがきっと生きてくることと思います。これからも校友会報「りつめい」を
通じ、母校とつながりを深めてください。
� （乾）

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まるようです。早く元の生活に戻
れるように祈ります。新しい生活様式は、大学の授業も大きく変化させて
しまいましたね。先日、法学部の専門科目で特別講師として１コマ、京
都弁護士会の実情や最近の保全事件の傾向などについて話をする機
会を与えられましたが、教授の研究室からZoomでの授業であり、終わ
るまで学生さんたちの顔が見えず、反応を見ながら適宜話を変えていく、
というのができなくて少々面食らいました。一通り話してから、ビデオで
顔出ししてもらい、それからは質疑応答もできました。帰り際に2016年

に開館した新しい図書館も見学させてもらいました。とても立派な
施設で、40年ほど前の自分の学生時代とは、隔世の感があり
ました。� （日下部和弘）�

今号の統一テーマは「Withコロナで変わる“暮らし”」である。
新型コロナウイルスのパンデミックにより、在学生はキャンパス
での交流や学外活動等の機会が制限され、私たちの仕事や生活
も大きく様変わりした。コロナの試練から何を学び取り、どう行動するか
試される中、今号でご紹介した新たな暮らしの習慣や価値観の醸成に
尽力される校友の皆さまのご活躍に触れるにつれ、先を見通すことが
困難な今だからこそ、これからを前向きに生きるための「適応力」や「し
なやかさ」、人と人との「つながり」や「相互理解」が大切だと感じる。ま
もなく迎える桜の開花のように、2021年度が晴れやかで希望あふれる1
年となることを心から願うばかりである。
� �（加藤良直）

下宿生活の中でいろいろなアルバイトに精を出したのですが、
想い出深いアルバイト先の一つが今はなき「まるまん食堂」で

す。衣笠キャンパスから下ること10分くらい。ご家族で経営されて
いて、500円あればお腹いっぱいになる学生の味方でした。夕方から閉
店時間まで皿洗いのバイトでしたが、ご主人が気っ風のいい方で、帰り
がけになんでも好きな定食を頼めるという特典付き。いつもミンチカツ定
食に豚汁をつけてもらっていました。これがおいしいのなんの。ボクシン
グのタイトルマッチがあると、バイト中なのに店のテレビで見てていいよと
言ってくれたり、皿洗い中にお皿が割れて少し指を切ったりすると日当
に100円追加してくれたり。38年近く前の温かくも懐かしい想い出です。
� （西村仁）

編集室から

就任（内定含む）

飯田邦彦氏（’80法）
株式会社マルカ
代表取締役社長
最高経営責任者（CEO） 

小林克仁氏（’84経営）
阿波銀コネクト株式会社代表取締役

土屋伸介氏（’84産社）
ダイトロン株式会社代表取締役社長

当選

福井正明氏（’76法）
滋賀県高島市長選挙

冨宅正浩氏（’99法）
大阪府柏原市長選挙

森智広氏（’01理工）
三重県四日市市長選挙

訃報

布垣豊氏（’61法）
元学校法人立命館理事、 
立命館大学校友会顧問、 
元京都校友会会長

吉田昌子氏（’61院文）
立命館大学名誉教授（産業社会学部）

草木紘司氏（’64法）
立命館大学校友会名誉幹事

松尾唯光氏（’64法）
立命館大学校友会名誉幹事

久津内一雄氏
立命館大学名誉教授（産業社会学部）

立木隆氏
立命館大学名誉教授（生命科学部）

校友会報「りつめい」をご愛読いただきまして、ありがとう
ございます。校友会事務局では、より充実した会報を皆さま
にお届けするため、読者アンケートを実施しています。いた
だいたご意見を企画に生かしていきたいと考えておりますの
で、ご協力をお願いいたします。ご協力いただいた方の中か
ら、抽選でプレゼントをお贈りいたします。なお、当選者の
発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

・  携帯電話、 
スマートフォンで 
簡単アクセス！

　　または、
・  校友会ホームページ トップの 

バナーをクリックしてアクセス！

校友会報「りつめい」読者アンケートにご協力をお願いします！

アンケート回答方法

抽
選
で
立
命
館
オ
リ
ジ
ナ
ル

高
機
能
マ
ウ
ス
を
お
贈
り
し
ま
す

※写真はイメージです。
　実際の商品と異なる
　場合があります。
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