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立命館大学びわこ・くさつキャンパス（BKC）
地域連携事例集
2018.4－2019.3の発刊にあたって
立命館大学様におかれましては、びわこ・くさつキャンパスの開設以来、
様々な形で滋賀県内の地域に貢献していただいています。この場をお借り
して、厚く御礼申し上げます。
さて、滋賀県では、人口減少という歴史的な転換点にある今、琵琶湖と
共に生き、人と人とが支え合うことを大切にする私たちの営みを持続可能
な社会づくりのモデルとして発展させ、国連の持続可能な開発目標、いわ
ゆる「SDGs」も活用しながら、国内外に発信していこうと取り組んでい
ます。

滋賀県知事

このような取組は、県だけで行えるものではなく、様々な主体と連携し
て取り組んでいく必要があります。特に、これからの時代の中核を担う学
生の皆様との連携は、大変重要です。

立命館大学の皆様が、SDGs の視点を基に社会課題の解決や地域との連携に積極的に取り組
んでいただいていることは、本県の現在、そして世界の未来にとって大変有為なことです。また、
その一端がこのように事例集という形で取りまとめられることは、これまでの取組を確かなもの
にし、新たな連携を生み出すきっかけとなることであり、大変心強く、皆様の今後の活動に期待
を大きくするところです。
持続可能な共生社会の実現に向け、これからも一緒にがんばりましょう。

今年は、立命館大学びわこ・くさつキャンパスが草津市に開学されて四
半世紀の節目を迎えます。この間、立命館大学が地域に開かれたキャンパ
スとして、様々な地域連携事業に取り組まれ、まちに賑わいや活気をもた
らし、地域社会の発展や人材の育成に多大な御貢献をいただいてまいりま
したことに厚く御礼申し上げます。
また、最近では、国連が採択した「持続可能な開発目標（SDGs）」の
17 のゴールを可視化、類型化し、
「Sustainable Week」として、学生
の皆さんが積極的に取り組んでおられることは大変有意義であり、心より
応援しております。

橋

草津市長

川

渉

さて、立命館大学と草津市は、2003 年に地域社会の発展と人材育成
に寄与するため、包括協定を締結しております。本市といたしましては、これからも本協定に基
づき、相互の人的・知的資源の交流・活用を図り、産業、教育、文化、まちづくり等の分野で連
携協力を深め、未来を築くパートナーとして歩みを進めてまいりたいと考えております。
結びに、本事例集が多くの方々に活用され、今後さらに立命館大学と市民、企業、地域、行政
との連携が深まり、活性化するよう祈念しております。
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本年は、びわこ・くさつキャンパス（BKC）開設 25 年を迎える記念
すべき年となります。BKC は滋賀県・草津市をはじめとする地域関係者
のみなさまにご支援をいただき、発展を果たしてまいりました。関係者の
皆さまに、改めて御礼申し上げます。
教育・研究を通じた地域連携、そして社会貢献など、大学への社会的期
待が高まっています。立命館は「世界の中で語られる学園、世界が語る学
園」をめざしておりますが、その実現においては、グローバルな問題意識
や方法論を持った上で、地域の皆様と交流・連携して地域の課題改善をは
立命館大学長
かり、ともに発展していくことが不可欠と考えています。
仲 谷 善 雄
BKC は、経済学部、理工学部、情報理工学部、生命科学部、薬学部、スポー
ツ健康科学部、食マネジメント学部の 7 つの学部と、6 つの研究科を擁
するキャンパスです。先端科学と社会科学をクロスさせた、多様かつ融合的な教育・研究を展開
しています。そして、キャンパス開設当初から、産業振興、環境、文化、健康・スポーツ、交通
政策など様々な分野において「産官学地」の連携を重視してまいりました。近年重要性が認識さ
れております SDGs についても、
「Sustainable Week」をはじめ、キャンパス内外を問わず
持続可能な社会を目指した取り組みを、滋賀県や各市町、商工会議所の皆さまとともに進めてお
ります。今後も、学生・教職員が一体となって、SDGs に注目した取り組みを推進してまいり
ます。
この「BKC 地域連携事例集」は、地域の皆様のご支援をいただきながら成し遂げた、BKC に
おける教育・研究・学生活動の代表的な事例を掲載しております。地域連携の到達点の一端とし
てご覧いただければ幸いです。今後とも、本学ならびに BKC へのご支援をよろしくお願い申し
上げます。

立命館大学びわこ・くさつキャンパス（BKC）は 1994 年に開学し、
「地
域に開かれたキャンパス」を目指し教職員はじめ学生は地域連携に取り組
んでまいりました。研究、正課、課外活動を通じて、環境、産業振興、交
通政策、歴史文化、健康、スポ−ツといった分野の連携活動を様々な地域
で展開してきました。
キャンパス外での取り組みが多い現状ですが、今後多くの方々にキャ
ンパスにお越し頂き、連携企画を進めたいと考えています。昨年、取り
組んだ「Sustainable Week 2018」では、三日月滋賀県知事や橋川
草津市長はじめ、行政の方々や企業の方々にお越し頂き、SDGs の意
義や課題について学ばせて頂きました。その中で、これまでの多くの活
動が SDGs の開発目標を担っているといったご指導を頂いたことから、

立命館大学
学長補佐・BKC 地域連携室長
スポーツ健康科学部 教授

岡

本

直

輝

SDGs と連携させた事業の取り組みを目指し進めてきました。
我々は地域連携活動を通して、滋賀県の魅力を日本全国へ、また世界に発信する役割を担って
おります。そのために地域の方々と共に SDGs の取り組みを実施し、多くの方々からご指導を
頂きながらさらに成長してまいりたいと考えています。
これからの本学の学びや研究の場を広げ、地域連携事業を皆様方と共に取り組みますので、ご
支援、ご協力をお願いするとともに、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。
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SDGs アイコンの表示について
SDGs とは 2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な世界の実現に向けた取り
組みの国際開発目標のことを指します。この目標を達成するために 17 のゴールが定めらてお
り、企業や機関・団体の様々な活動を世界に発信するための共通言語になりつつあります。滋
賀県では 2017 年 1 月に SDGs を県政として取り組むことが宣言され、現在県・市をあげて
啓発や活動促進がされています。
今年度の BKC 地域連携事例集では、各地域連携の事例がどのような目的や目標をもって地
域へ貢献され、さらに持続可能な社会を目指すためにどのような方向性で地域連携の取り組み
が進められるかを全体で共有することを目的として、SDGs のアイコン（最大 4 つ）* を各事
例のタイトルの右側に表示しました。
SDGs の達成に向けた方向性を可視化することで、持続可能な社会の創造につながる地域連
携の活動を進められるように今後も SDGs の達成に向けた取り組みに力を入れていきたいと思
います。
＊ P.60 の『学生主催による SDGs 体験型イベント「Sustainable Week」の開催』は SDGs の 17 のゴー
ル全てを目指した取り組みであるので、SDGs のロゴを表示しました。
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新宮神社例祭

○

68

第64回草津市駅伝競走大会

○

69

南笠東学区地域のパネル展

○

70

滋賀県留学生懇談会

71

国際寮 Balloon World

72

体育会スクールガード（南笠東小、志津南小）

○

73

南笠東学区清掃活動

○

74

ラグビークリニック

○

75

関西ラグビーフェスティバル

○

76

合宿先でのふれあい活動

○

77

ラグビー講習会

○

78

草津少年少女陸上教室

○

79

Ritsレガッタ

80

2020年東京パラリンピックに向けたゴールボール合同合宿・国際強化試合

○

○
○

○
○

○

○

○
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正課の活動

認知症サポーター養成講座
本学担当
経済学部
准教授 髙野 剛

主な連携先
草津市健康福祉部長寿いきがい課

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

BKC

活動内容
2015年度より経済学部の「社会保障論」の講義で、草津市役所より講師をお招きして
「認知症サポーター養成講座」を開催しています。厚生労働省の推計によると、65歳以上
の認知症の高齢者は、2012年時点で462万人であり、65歳以上のおよそ7人に1人の
割合です。これが2025年には約700万人が認知症になると推計され、65歳以上の5人
に1人の割合になります。そのため、厚生労働省は認知症サポーターキャラバン事業を実
施しており、全国で認知症サポーターを養成することで、認知症になっても安心して暮らせ
るまちづくりを目指しています。「認知症サポーター養成講座」は、認知症サポーターキャ

2018年の受講状況（1）

ラバン・メイトが講師役となって、60分〜90分の認知症に関する講義を行うことで、受講
者に認知症サポーターの証しとしてオレンジリングが授与されます。2016年には、担当
教員である髙野剛准教授が「認知症サポーターキャラバン・メイト養成研修」を修了し、
「認
知症サポーター養成講座」の講師役を務めることができるようになっています。

これまでの成果

2018年の受講状況（2）

2015年には、国家戦略として「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」が決
定され、2018年3月までに認知症サポーターを800万人にする目標が掲げられました。
2017年7月には、認知症サポーターが目標の800万人を達成したため、2020年度末ま
でに1200万人を目標にすることになりました。政府は、金融機関や交通機関など認知症
の高齢者に接する機会が多い人を対象に、
重点的に認知症サポーター養成講座を開催する
としていますが、本学の学生はコンビニエンスストアや飲食店などでアルバイトをしている
ことが多く、卒業後に金融機関や交通機関などで働く学生も多いため、認知症サポーター
養成講座を開催することにしました。2015年度より、
約1000人以上の認知症サポーター

グループワーク風景

を養成しました。

今後の課題・目標
認知症の人と家族が、地域の人や介護の専門家と語り合う場所づくりとして、
「認知症カ
フェ」が全国で開設されるようになっています。もともとは、オランダの臨床心理学者が始
めたアルツハイマーカフェと言われています。
「新オレンジプラン」でも、
「2018年度から、

磁石数字盤ゲームの風景

すべての市町村で、地域の実情に応じ実施する」と目標が掲げられており、草津市でも草
津市役所と「認知症の人と家族の会」が協力して、毎月1回、
「認知症カフェなごみ」を開
設しています。2015年度に、学生数名と「認知症カフェなごみ」に参加し、音楽療法や
指体操や数字並べゲームを体験しました。2016年度より大学から遠い場所で開設される
ことになりましたが、学生も気軽に参加できるカフェになることを期待しています。

認知症予防体操の風景

10

正課の活動

福祉社会の担い手を育てる
本学担当
経済学部
准教授 髙野 剛

主な連携先
社会福祉法人しあわせ会（特別養護老人
ホームやわらぎ苑、障害福祉サービス事
業所むつみ園）

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

草津市

活動内容
髙野ゼミでは、
セメスター期間内の土曜日か日曜日に、正課の演習Ⅰ・Ⅱの授業の振り替え
として、福祉施設でボランティア活動に取り組んでいます。普段のゼミでは、福祉関係の文
献を輪読することで、
地域福祉に関する知識の取得をしていますが、
実際に福祉施設に見学
やボランティアに行くことで、
より深い学びにつなげるようにしています。福祉施設は、利用
者さんが日常生活をしている場所であり、
学生が見学に行くことはプライバシーを見せても
らうことでもあるため、施設見学をさせていだだいたお礼として福祉施設のお祭りのボラン
ティアに学生と参加することにしています。ゼミでは、福祉分野における人手不足問題を学

コンサート風景

生のチョボラ（ちょこっとボランティア）で解決しようとする課題解決型学習に取り組んで
います。

これまでの成果
福祉施設に見学に行った後とボランティアに行った後に、感想文を提出してもらうように
しています。感想文は、毎年、冊子にしていますが、学生の福祉に対する見方や考え方の変

テントの後片付け

化が成果としてあげられます。また、ボランティア活動に参加することで、普段のゼミでは
知ることのできなかった学生の一面を見ることもできるので、新たな発見や驚くことも多い
です。2015年度は障害福祉サービス事業所むつみ園、2016年度は特別養護老人ホー
ムやわらぎ苑、2017年度は障害福祉サービス事業所むつみ園、2018年度は障害福祉
サービス事業所むつみ園にボランティアに行きましたが、障害者福祉と高齢者福祉を相互
に体験する良い機会となりました。両方の施設からは、大変よろこんでいただき、来年もま
た来て下さいと感謝していただいたほどです。

施設見学の風景

今後の課題・目標
草津市内にあるNPO法人が、2018年から「子ども食堂」や「子どもの学習支援」を
されています。放課後に、子どもたちが集まって宿題をしたり、遊んだり、ご飯を食べたりす
る子どものための居場所づくりをされています。ゼミでボランティア活動を経験した学生
たちが、大学の正課だからボランティアに参加するのではなく、自主的にボランティアに参
加するようになることを期待しています。

模擬店のたこ焼きの調理

模擬店の焼きそばの調理
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正課の活動

滋賀県中小企業家同友会、
大津市、
草津市との共同講義
本学担当
経済学部
教授 松本 朗

主な連携先
滋賀県中小企業家同友会、
大津市、
草津市

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

BKC、
滋賀県

活動内容
立命館大学経済学部の講義（キャリアデザイン、
インターンシップ、国内調査実習）への
講師派遣、
インターンシップおよび国内調査のフィールド提供を実施しています。
（主体）
経済学部、滋賀県中小企業家同友会、大津市・草津市商工観光労政課
（対象）
学生、地域企業、団体
（目的、内容、方法）
経済学部では学部の教学改革の柱の一つとして、地域との調和・地域への貢献を進めて
います。その一環として、滋賀県中小企業家同友会と協力協定の締結をおこないました。
これにより地域の企業との連携をさらに強化すること、とりわけ「中小企業憲章」
（閣議決
定）に謳われる社会の主役としての中小企業との連携を積極的に進めていくことになりま
した。当面の具体的な取り組みとしては、立命館大学経済学部のキャリア・デザイン科目
を上記の主体で運営しています。また、その内容としては、インターンシップ科目としての
展開を図っています。

これまでの成果
この連携を通じて学生は、地元企業の経営や実情を知ると同時に学部教育を超えたより
実践的な講義を受けることができました。また、地元経済の状況を学ぶだけでなく、自らの
職業観の醸成にもつながりました。インターンシップでは経験豊かな企業での実践的な取
組みが、実地研修になっただけでなく、学習、研究の視野の広がりにもつながったと考えて
います。

今後の課題・目標
今後は、地域をフィールドとしたPBL（Project-based-Learning、課題解決型授業）
教育へとつなげていき、アクティブラーニング法の教育の充実を図ります。また、学生を主
体とした研究フィールドの拡大や地域の政策作りや地域お越しの事業にもつながっていく
ことを期待しています。

12

キャリアデザイン授業風景

正課の活動

長浜市まちづくり役場誘導型観光マップ作り
本学担当
経済学部
教授 黒川 清登

主な連携先
長浜市NPO法人まちづくり役場

活動期間

主な活動地域・場所

2016年度から現在

長浜市

活動内容
長浜市の中心市街地は、黒壁スクエアを中心に地域住民による「まちづくり」が成功し
た事例として全国的にも有名です。その長浜市の黒壁スクエアには、年間約2百万人の観
光客が訪問していますが、その多くは日帰り客で、しかも、長浜市の中心市街地のみへの来
訪にとどまっています。そこで、NPO法人まちづくり役場では、その観光客を長浜市郊外、
虎姫町・湖北町・高月町・木之本町・余呉町・西浅井町へと誘導する手作りの長浜市の広
域観光振興マップを地域住民とともに作成してきました。

バングラデシュ、インドネシアなどのイスラム
教徒も食べられるように工夫された定食

これまでの成果
広域型の観光マップを作成するには、まず、地域資源の再発見が必要で、2016年度から
学生とまちづくり役場のスタッフが中心となって、長浜市の郊外をていねいに踏査しまし
た。その結果、これまでの観光マップには記載されていない新しいショップ、レストラン、神
社、寺院、庭園などの情報を更新することができました。このマップの最大の特徴は、元高
校の教員による手書きによる鳥瞰図で、写真にはない味わい、わかり易さがあり、長浜全体

葛籠尾崎展望台公園での留学生との意見交換

の観光資源が一目で理解できるユニークなものです。

今後の課題・目標
この郊外誘導型のマップを如何に多くの団体に活用してもらうかが、これからの課題で
す。この配布方法として、黒壁スクエア等の観光拠点のみならず、鉄道の駅、道の駅、郊外
の主な観光スポットでの配布を始めたところです。このマップでは、利用者が訪問したい場

湖北水鳥ステーションを視察する留学生

所を自由に選んでもらい、自らの旅をコーディネイトすることを想定してますが、季節に合
わせたモデルコースへの要望も強く、その企画立案にも取り組んでいく予定です。

長浜市西浅井にてソマリアからの留学生と引率の黒川教授

長浜市全体を鳥瞰できるマップの説明を行う
黒川教授とまちづくり役場スタッフ
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正課の活動

甲賀市雲井地区の紫香楽宮を活用した地域活性化
本学担当
経済学部
教授 黒川 清登

主な連携先
甲賀市

信楽

活動期間
雲井地区

自治振興会

主な活動地域・場所

2017年から現在

甲賀市

活動内容
甲賀市の信楽には、西暦745年にわが国の都紫香楽宮が置かれた記録があり、近年それ
を裏付ける資料も発掘されて話題となっています。そこで甲賀市では、その中心となる雲
井地区の自治振興会とともに、かつてこの地に都が存在したことを地域資源として、まちづ
くりを進めています。主な行事としては3年前より「都あかり」というイルミネーションで
紫香楽宮を飾り、天平衣装での写真撮影、ステージイベントを行う等、学生のアイデアも取
り入れ企画、実施してきました。この取り組みは中日新聞（9月14日）にも取り上げられ
ました。

雲井活性化センターでのゼミ合宿
（地域活性化の具体策を留学生も加え議論）

これまでの成果
2018年度は、
「都あかり（10月7－13日）」、
「ふれあいマーケット（11月11日）」、
「歌
木簡発見十周年記念講演会（11月23日）」でのアンケート調査、および、宮町遺跡発掘
事務所の「展示室」でのアンケート調査を行いました。これらの結果から、来訪者は、甲
賀市内の住民が中心で、まだ市外の観光客の誘致には十分繋がっておらず、周辺の市町の

紫香楽宮、発掘現場でのヒアリング調査

イベント（八幡堀まつり等）との日程の重複も判明しました。地域との交流では、
「黄瀬の
虫送り（7月8日）」、
「太鼓踊り（9月1日）」等に参加し地域の文化・伝統の理解を深めま
した。「雲井地区でのゼミ合宿（8月4－5日）」においては、地域住民との関係も深めまし
た。

今後の課題・目標

紫香楽宮関連遺跡群調査事務所で出土品の調査

調査結果を踏まえ、かつてここに都があったことを、学生の発案をもとに地域住民ととも
にSNS、特にインスタグラムにより周知していきます。また、2019年9月から放映予定の
NHKの朝ドラ「スカーレット」の収録が2019年春から開始されたことに伴い、
この朝ドラ
を活かした紫香楽宮によるまちづくりの推進の可能性を、先行事例である2018年度の
「半分、青い。」
（岐阜県恵那市岩村町）等の事例研究を開始し受け入れに貢献する予定で
す。
信楽「都あかり」での天平衣装の着付け体験をする留学生

信楽の「都あかり」に使う、天平衣装のお披露目
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正課の活動

地域参加学習入門
本学担当
共通教育推進機構
サービスラーニングセンター
講師 宮下 聖史

主な連携先
公益財団法人草津市コミュニティ事業団、
草津市国際交流協会、滋賀県琵琶湖保全
再生課、NPO法人寺子屋轍、UDCBK、湖
南市国際協会、社会福祉法人ご縁会 等

活動期間
2018年度

主な活動地域・場所
BKC

活動内容
私たちは家族や職場、地域といった社会関係のなかで生活をしています。そしてこの社
会関係のあり方は時代とともに大きく変化しています。この授業では、私たちの生活とコ
ミュニティのあり方に関心を寄せ、現代に生きることの「危機と多様化」について理解する
と同時に、私たちが地域・社会の一員としての自覚をもつことの意義について学んでいま
す。地域活動の現場からの報告を聞くことと同時に、多くの地域活動の情報が得られるの
もこの授業の特長です。
授業の様子（1）

これまでの成果
この授業では、座学による知識の習得や問題意識の醸成の機会をもつだけではなく、グ
ループディスカッションによる学びの深化、さらに実際の活動への誘いも積極的に行ってい
ます。実際に多くの学生が地域活動に参加し、そこで得られた人脈を活かして学生団体や
地域団体の主要なメンバーとなり活躍しています。この授業は、こうした地域との出会い
の場としての役割も果たしてきました。
授業の様子（2）

今後の課題・目標
上記のような成果をあげつつも、そのうえでこの授業を入り口として他のサービスラー
ニング科目や地域活動へとつながっていく学生のすそ野を広げていくことが今後の課題で
す。

授業の様子（3）
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正課の活動

シチズンシップ・スタディーズⅠ
本学担当
共通教育推進機構
サービスラーニングセンター
講師 宮下 聖史

主な連携先
草津市商工観光労政課、草津街あかり・
華あかり・夢あかり実行委員会、くさねっ
こ

活動期間

主な活動地域・場所

2010年度から現在

草津市

活動内容
「シチズンシップ・スタディーズⅠ」は、ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域
社会の一員としての自覚を育み、専門知識の応用的な理解を深めることを目的としたサー
ビスラーニング科目です。2018年度の「草津街あかり・華あかり・夢あかりプロジェクト」
は、受講生を中心に、過年度受講のサポーターの協力を得て実施しました。「また来てみた
くなる場所にする」をプロジェクト目標に、企画の立案や実行委員会への出席、関係各所と
の議論や調整を行い、イベント当日の企画としてスカイランタンとクイズラリーを実施しま
した。

フィールドワークの様子

これまでの成果
お祭りやイベントといったハレの舞台は、一過性のものではなく、日常的な地域コミュニ
ティをベースとして作られ、またイベントを通じて、さらに地域は作られていくものだと思い
ます。今年は、商店街のインタビューを通じて、地域への認識を深め、課題を深掘りできた
ことが大きな成果でした。かかる実践を通じて、地域が作られていくプロセスを自分ごとと
して理解し、体感するという学びを得ることができました。
スカイランタン

今後の課題・目標
引き続き、当プロジェクトに取り組み、充実・発展させていきたいと考えています。街あ
かり全体への更なる貢献を図るとともに、プロジェクトの担い手のすそ野を広げることが課
題となっています。

ウォークラリー

集合写真
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正課の活動

シチズンシップ・スタディーズⅡ
本学担当
共通教育推進機構
サービスラーニングセンター
講師 宮下 聖史

主な連携先
瀬 田 の 森 夕涼 みフェス2018実 行 委 員
会、草津の元気と自慢土産つくり隊、くさ
ねっこ、ヨシネットワーク・まるやまの自
然と文化を守る会

活動期間
2018年度

主な活動地域・場所
BKC、
大津市、
草津市、
近江八幡市

活動内容
この授業では、学生による企画の実施を通じて、地域を作っていく担い手としての力量形
成を目指しています。2018年度は以下の3つの企画を実施しました。
1．瀬田の森夕涼みフェス2018への参画。輪投げなど子供向けの企画の実施や募金集め、
フェスの運営全般のサポート。
2．くさねっこDayをくさねっこと合同で企画。草津川跡地公園でのクイズラリーの実施。
3．近江八幡市円山地区にて、PRビデオの制作。
くさねっこDay

これまでの成果
それぞれのチームが、連携先の地域活動団体と議論をし、交流を深めながら活動を進め
ました。学生・地域活動団体双方にとって、出会いの場を提供していることもこの授業の
特長です。これらの実践によって、お世話になった地域活動団体と大学との連携の強化に
も寄与することができました。

今後の課題・目標

近江八幡市円山地区にて

受講した学生の皆さんには、他者と関わりながら場を作っていくことの意義と楽しさを再
確認して、引き続き地域に関わる活動を行っていってもらいたいと思います。

瀬田の森夕涼みフェス
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ソーシャル・コラボレーション演習
本学担当
共通教育推進機構
サービスラーニングセンター
講師 宮下 聖史

主な連携先
NPO法人しがいち防災研究所

活動期間
2018年度

主な活動地域・場所
BKC、
草津市

活動内容
この科目のミッションは、地域に生起している具体的な社会問題に対して、自分たちなり
の解決策を検討し、提案・実践することにあります。2018年度は、地域防災・減災計画の
作成に取り組みました。かかる目的を達成するために、地域防災に取り組んでいる防災お
にぎり委員会やマンション防災委員会をはじめとした市民の方々を大学に招いてお話を聞
いたほか、草津市役所危機管理課やまちづくり協働課、本学のBKC地域連携課、玉川学区
の事情に詳しい教員らを訪問し、
ヒアリングと資料収集を行いました。一連の活動を進める
にあたっては、NPO法人しがいち防災研究所からの協力を得て、話題提供やゲストのコー
ディネート、
アドバイス等をしていただきました。

授業の風景（1）

これまでの成果
上記の調査や議論を通じて、報告書を作成し、お世話になった方々をはじめ関係部署に配
布しました。自助・共助・公助の機能と担い手を整理しながら、体系的なまとめができたも
のと思います。地域諸団体の連携のあり方など、これまであまり整理されてこなかった現
状と課題も明らかになりました。この点は大きな成果です。他方で、かかる提案を実現さ
せていく方策を練ることなど、更なる課題が浮き彫りになりました。

授業の風景（2）

今後の課題・目標
今年度の到達点を踏まえて、次年度も上記のテーマを掘り下げていく予定です。災害の
種類、また防災と減災どちらを対象化するかによっても、対策は異なってきます。これらの
点を掘り下げながら、実践にあたっての課題を明らかにしていきたいと考えています。

授業の風景（3）
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湖上で学ぶ！
本学担当
共通教育推進機構
サービスラーニングセンター
講師 宮下 聖史

琵琶湖体感・体験クルーズ
主な連携先
滋賀県琵琶湖保全再生課

活動期間

主な活動地域・場所

2016年度から現在

長浜市

活動内容
琵琶湖や琵琶湖に密接にかかわった地域文化を実際に体験する滋賀県の事業です。
2015年9月に施行された「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」により、
「国民的資産」
であると位置づけられた琵琶湖の価値や直面する課題について県内で学ぶ学生に知っても
らうことを目的としています。今年度は長浜市の奥びわ湖山門水源の森、黒壁スクエアを
見学しました。また長浜港から烏丸半島港までクルーズに乗船し、南湖・北湖の水質調査、
沖島付近の周遊、写真などの共有によるふりかえりを行いました。
山門水源の森

これまでの成果
BKCで学ぶ学生41名が参加しました。そのうち2割は留学生でした。参加者アンケー
トからは、滋賀県が推進している環境学習の6つのステップ、
「気づく・学ぶ・考える・行動
する・つながる・解決する」のなかで、気づくから順番に学びが得られたことが確認されま
した。後日、改めて「琵琶湖を語ろう会」も実施して、
さらに学びや交流を深めました。

今後の課題・目標

黒壁スクエア

参加者アンケートからは、さらに県内各地への訪問を重ねたいといった回答やボランティ
アを行いたいという意向が確認できました。参加した学生には、「気づく・学ぶ」のステッ
プからさらに「考える・行動する・つながる・解決する」への深化を期待したいと思います。

湖上にて（1）

湖上にて（2）
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全学インターンシップ
（草津市国際交流協会）
本学担当
共通教育推進機構
サービスラーニングセンター

主な連携先
草津市国際交流協会

活動期間
2018年度

主な活動地域・場所
草津市

活動内容
サービスラーニングセンター開講の「全学インターンシップ」は、社会的な問題解決の
ための働き方を知るための参加型学習による科目です。NPO／ボランティア団体等、営利
を目的としない団体へのインターンシップであること、省察と互恵を鍵とするサービスラー
ニングの手法を用いて学びを深めることもこの科目の特長です。
受け入れ団体のひとつである草津市国際交流協会でのインターンシップでは、団体の
ミッションである国際交流・多文化共生の推進の一環として、受講生自身による企画「多言
語カフェ」の実施や、全国青年司法書士協議会との共同による「身近な法律ハンドブック」
の英訳化事業のうち、
「やさしい日本語」化の作業に従事しました。定期開催している「や

活動中の写真（1）

さしい日本語」サロンでのスタッフ業務にも従事し、外国人の皆さんとの交流も行いまし
た。

これまでの成果
イベントの企画については、若い学生ならではの感性とアイディアを取り入れ、多くの参
加者を得ることができました。担当者とのコミュニケーションも円滑に進み、協会が抱える
スタッフの固定化・高齢化問題の解決策を示してくれたとの評価もいただいております。
英訳化作業についても、インターン生に刺激され、協会の会員が個別に「やさしい日本語」
を教える場を作るなど、活動の活性化の起点になることもできました。

今後の課題・目標
受け入れ先の年間スケジュールと学生の活動期間がかみ合うように日程を調整し、双方
にとってより有効な連携の方法を作っていくこと、そして活動に参加してくれる学生の確保
等が課題となっています。参加学生には、自らアイディアを出し、主体的に場を作っていく
ことの経験と力量形成を期待しています。
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活動中の写真（2）

正課の活動

草津市教育委員会
サービスラーニング（専門）
本学担当
スポーツ健康科学部
准教授 上田 憲嗣・講師 和田 由佳子

主な連携先
草津市教育委員会

活動期間

主な活動地域・場所

2012年度から現在

草津市

活動内容
本事業は、サービスラーニングに関する協定を締結している滋賀県草津市の教育委員会
との連携事業であり、スポーツ健康科学部所属の将来保健体育科の教員あるいはスポーツ
指導者を志望する学生を対象として、大学における専門的学びを踏まえて、実際の教育指
導現場における、体育的行事の企画運営や体育科学習の指導補助等に関わる中で、行事運
営や学習指導の方法および実践理論についての見識を深めることを目的とした研修プログ
ラムです。
具体的には、草津市教育委員会が全市の小学6年生を対象に立命館大学において開催し
ている「ジュニアスポーツフェスティバル」における企画運営への参画、草津市が取り組ん

JSFでのコオーディネーショントレーニングの
様子（１）

でいる小中学校体力向上プロジェクト事業への補助等を行います。

これまでの成果
本事業を通じて、参加学生らは、実際の教育指導現場における、児童・生徒の実態や教師
による指導法を間近で見ることを通じた学びの促進や、体育的行事（各学校における運動
会や全市を挙げて行われるジュニアスポーツフェスティバルKUSATSU）の目的の設定
や、実施運営方法等を含めた実習による体験の蓄積、さらには学びの成果を教育委員会に
おいて報告する機会を通じた学びの固着化を成果として得ることができ、
自らの将来のキャ
リアビジョンをより明確にすることに貢献しています。

JSFでのコオーディネーショントレーニングの
様子（2）

一方で、学校教育現場においては、スポーツ健康科学の専門的学びを踏まえた学生から
の補助により、体力・運動能力向上に必要となる的確で個に応じた指導に役立っていること
や、体育的行事においても、魅力あるプログラムの企画運営に貢献している（ジュニアス
ポーツフェスティバルKUSATSUでは、児童期に育成することが重要とされる調整力、巧緻
性を育成できる運動プログラムを考案し、全市の小学6年生を対象として運動指導を行い
ました）ことを評価されるなど、本連携事業による双方への効果が認められています。

今後の課題・目標

児童へのなわとび指導の様子（1）

本事業では、教育指導現場として、主に草津市内の小学校を中心に事業が展開されてい
ます。生涯を通じた運動習慣を身につけるには、児童期の取り組みが重要となりますが、同
時に専門的スポーツ種目への取り組みが始まる中学校期における生徒と、教諭による指導
（部活動指導等）の実態等も併せて知る必要となります。中学校期の指導を対象とした連
携についても、今後の課題として検討したいと思います。

児童へのなわとび指導の様子（2）
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甲賀食の観光サイト運営プロジェクト
本学担当
食マネジメント学部
准教授 小沢 道紀

主な連携先
甲賀市農業振興課

活動期間

主な活動地域・場所

2018年度から

甲賀市、
BKC

活動内容
食マネジメント学部1期生が、立命館大学と甲賀市との包括連携協定の下、食を中心とし
た甲賀市の魅力を発見し、それを取材して発信していくプロジェクトを2018年度開始しま
した。継続した発信をしていく事により、交流人口を増加し、甲賀市と関わる人を増やして
いく事を、
大きな目標として掲げています。
そのために、学生が甲賀市に取材に赴き、現状や課題を把握した上で、その内容につい
て、
ホームページやSNSにて、学生プロジェクトとして発信をしていきます。また、併せて甲
賀市の協力により外部講師を招いて学習する機会を設け、発信方法や魅力を伝える方法な
どについても力量を高める機会を設けています。

水口かんぴょうの加工体験（8月）

これまでの成果
2月22日にホームページ（https://i-koka.jp）をオープンさせ、今まで取材した内容
についての掲載を行い始めました、これから記事掲載数を増やしていきます。取材に関し
ては、今までに4回行っており、取材対象は、食の生産から販売に至るまで幅広い範囲につ
いて行っています。今後、それぞれ担当の学生が記事を掲載していきます。
本年度から開始したため、成果としてのSNSのフォロワー数の確保やホームページの閲

いちじく生産農家への取材（11月）

覧数を増やすまでには至っていません。ただし、学生が主体的に発信をしていく事で、甲賀
市だけでは取り組めなかったような情報の発信などが可能となり、様々な魅力を多く伝えて
いけるのではないか、
と考えています。

今後の課題・目標
今後も継続して、甲賀市の魅力を学生が取材をし、発信をしていく事を継続していきま
す。特に2019年度は食マネジメント学部に2期生が増えるため、より多くの取材を行い、
発信の機会を増やしていく事で、双方にとって魅力ある情報発信を行っていきます。

滋賀羽二重餅の生産から販売まで
手掛けている法人への取材（12月）

創業100年を越える日本酒の蔵元への取材
（12月）
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リツクラ（Ritsumeikan Class）
本学担当
BKC学生オフィス

主な連携先
草津市立志津南小学校

活動期間

主な活動地域・場所

2009年度から現在

草津市

活動内容
リツクラとは、立命館大学生が地域の小学校に出向き、課外自主活動を通じて交流するも
ので、2009年度よりBKC近隣の草津市立志津南小学校のクラブ活動での交流を中心と
して展開し、2014年度からは小学校の授業の時間帯に出前授業として実施しています（小
学校側の呼称は「志津南小学校と立命館大学 学生サークルによる連携6 DAYS！」）。
これまでは、小学校からの理科教育推進の要望に応じて主に理系団体が担ってきたので
すが、2017年度は同校が英語教育のモデル校となっていることから、英語による討論や国
際ボランティアに取り組むサークルも新たに参加しました。

R.D.C.（ 上段）、TOM SAWYER（中段）、
飛行機研究会（下段）

これまでの成果
出前授業は、1団体が1学年を担当する形で、9月3日（月）
〜10月5日（金）の間に実
施をしました。
参加6団体は、昨年から連続参加の団体もあれば、初参加の団体もありましたが、いずれ
の団体も小学校の先生方に協力を得ながら、担当する学年の発達段階に応じた内容を考
え、ゲーム感覚で楽しめるように事前に教材を準備するなど、工夫をしながら取り組みまし
た。
草津天文研究会の授業にはNHKが取材に来られ、『おうみ発630』の番組内でも紹介
されました。

ライフサイエンス研究会（上段）、草津天文研
究会（中段）、男子バスケットボール部（下段）

【2018年度参加団体（担当学年）】
飛行機研究会（1年生）、立命館ダンスサークルR.D.C.（2年生）、
ライフサイエンス研究会
（3年生）、草津天文研究会（4年生）、国際ボランティアサークルTOM SAWYER（5年生）、
男子バスケットボール部（6年生）
課外自主活動団体による出前授業「リツクラ
（Ritsumeikan Class）
」を実施

今後の課題・目標
リツクラ実施後、
子どもたちから各団体へお手紙や感想文を、
担任の先生方へのアンケー
トでは高評価をいただきました。小学校、学生、学生オフィスの三者で振り返りを行った際
には、小学校と学生の両方から次年度開催を望む声が出ていました。リツクラは、小学校・
学生の双方にとって発展を目指す取り組みとなっていると考えられ、今後も継続して活動支
援を行ってまいります。
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ブラック企業対策の
労働法教育と労働基準監督官の仕事紹介
本学担当
経済学部
准教授 髙野 剛

主な連携先
厚生労働省京都労働局総務部総務課人
事係／NPO法人CaPSAY

活動期間

主な活動地域・場所

2017年度から現在

BKC

活動内容
2017年度より経済学部の「社会政策」の講義で、厚生労働省から労働基準監督官に
お越しいただき、NPO法人CaPSAYと連携して、ブラック企業対策の労働法教育と労働基
準監督官の仕事紹介を実施しています。具体的には、
まず、NPO法人CaPSAYは、京都市
内で大学生の就職活動支援に取り組んでいるNPO法人であり、理事長に労働基準法違反
の事例やブラック企業の見分け方について、お話していただいています。次に、厚生労働
省からは、京都労働局と滋賀労働局から労働基準監督官2名にお越しいただき、労働基準
監督官の仕事内容について紹介をしていただき、ブラック企業を取り締まる仕事があること
を学生に知ってもらっています。また、アルバイトをする前に知っておくべきポイントを示し

2018年の受講状況（１）

たチラシと、もしもアルバイト先でトラブルにあった場合に、労働局で開設している労働相
談コーナーの案内チラシも配付していただいています。

これまでの成果
受講している学生もブラック企業に就職してしまわないように、ブラックバイトの被害に
遭わないように、自分自身の問題として真剣に受講しています。また、労働基準監督官とい
う仕事があることを知り、卒業後の進路として選択する学生もいます。実際に、立命館大学

2018年の受講状況（２）

は卒業生も多いため、
労働基準監督官試験の受験生の出身大学別のランキングで全国3位
に入るほど多いそうです。

今後の課題・目標
NPO法人CaPSAYは、大学のキャリアセンターで大学生の就職支援を担当していた職
員が、定年退職後も大学生の就職支援の仕事がしたいということで設立されたNPO法人
です。設立5年になりますが、立命館大学だけでなく、大手前大学や神戸女子大学などでも
講演をしたり、KBS京都や京都新聞などのマス・メディアでも度々取り上げられるようになっ

NPO法人GaPSAY理事長

ています。これらは理事長の情熱や人柄によるものですが、本来は大学生が主体的に
NPO法人の活動に参加しながら、キャリア形成することを目標とされています。本学の学
生が、主体的にNPO法人の活動に参加するようになることを期待しています。

労働基準監督官
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ひらめき★ときめきサイエンス
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 伊坂 忠夫

主な連携先
日本学術振興会

活動期間

主な活動地域・場所

2010年度から現在

BKC

活動内容
最先端の「スポーツ健康科学」の成果をもとに、小学生高学年のときに知っておくべき
「身体の動かし方」について学んでいただくとともに、運動と遺伝子の関係、運動の楽しさ、
科学研究の奥深さを実感いただける内容となっています。
当日、午前のプログラムは保護者の見学可能。午後は見学不可のため、お子様がプログ
ラムに参加されている時間帯に保護者向け「ミニ講座：知って得する健康のお話＆施設見
学会」等を開催。
ケガ予防ウォーミングアップ

これまでの成果
2010年度から2017年度までは、高校生を対象に実施。受講した高校生からは、「立
命館大学を第一志望にしたい」
「新しい学びを体験できた」
「参加して非常によかった」等の
感想をいただき、実際に当学部を受験した高校生が多く存在します。
受講生の数名は、学内進学にて博士前期課程に進学した者、後期博士課程に進学し博士
取得に向け研究に邁進している者もいます。
2018年度は参加対象を小学5・6年生に引き下げて実施し、近隣以外に関東圏、関西圏
より、多くの小学生と保護者に参加いただけました。親子ともに研究職について興味を持っ

みんなで楽しくActive5を踊ろう

ていただく良い機会となりました。

今後の課題・目標
高校生を対象に8年間実施しましたが、高校の部活動や夏期講習・補習、行事、台風災害
の振替等と日程が重なり、参加者の確保が最大の課題となっていました。2018年度はは
じめて小学生5・6年生を対象として実施し、参加者からの評判は良好であったため、次年
度以降も小学生5・6年生を対象に企画し、
プログラムの充実をはかります。

運動能力を伸ばそう

生化学実験遅い筋と速い筋比べよう
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草津漢字探検隊
本学担当
総務部社会連携課
専任職員 久保 裕之

主な連携先

活動期間

草津市教育委員会

主な活動地域・場所

2011年度から現在

草津市内各所

活動内容
草津市では、子どもの基礎学力向上のために2010年度からすべての公立小学校の4〜
6年生および中学校の1〜3年生において「日本漢字能力検定」の受検を導入しています。
そのため、
漢字知識の普及を目的の一つとする立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所
（以下、白川研）が、草津市教育委員会（以下、市教委）との共催で「体験型漢字講座
草津漢字探検隊」に取り組んでいます。
市教委も「試験でただ覚えるだけでなく、身近な知恵のたくさん詰まった漢字の魅力を
知ってもらいたい」との期待をもっています。このことから、2011年度から年2回（夏と

第15回草津漢字探検隊にて
古代文字パズルを作る様子

冬）に「人」
「動物」
「気象」
「衣服」など、毎回一つのものをテーマに見学や体験を通して
漢字をテーマにしたワークショップや学習会を開催しています。

これまでの成果
この取り組みは8年間で16回開催し、累計参加人数はのべ1068人を数えます。参加
は草津市の全域はもとより大津市・栗東市・京都市・姫路市からに及んでいます。また「草
津漢字探検隊」への参加者が、京都市など他の地域で開催している「漢字探検隊」にも
積極的に参加するなどの広がりを見せています。
今年度は以下の2回を草津市市民交流プラザで開催しました。
・2018年6月17日（日）
「第15回草津漢字探検隊

古代文字パズルを作ろう」

・2019年1月20日（日）
「第16回草津漢字探検隊

古代文字をスクラッチ」

第15回草津漢字探検隊のちらし

この他、草津市立草津小学校・草津第二小学校・南笠東小学校・志津小学校・山田小学校・
常盤小学校への訪問授業に招かれています。

今後の課題・目標

第16回草津漢字探検隊にて
古代文字をスクラッチする様子

今後も草津市教委との連携を元に、市内の小学生や保護者を中心とした支持者層に深耕
するとともに、京都など近隣地域の参加者もさらに草津に呼び込めるようテーマを工夫した
いと考えています。

第16回草津漢字探検隊のちらし
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スポーツ健康科学サマースクール
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 伊坂 忠夫

主な連携先
立命館大学スポーツ健康科学会、立命館
大学総合科学技術研究機構、立命館大学
スポーツ健康科学研究センター

活動期間

主な活動地域・場所

2011年度から現在

BKC

活動内容
スポーツ健康科学サマースクールは、スポーツ健康科学部に設置された最先端の機器、
施設を利用し、この分野をリードする研究者による測定実習・講義、および参加者全員のグ
ループワークを通じて、理論と実践を通じた学びを体感していただきます。また参加者（学
生、院生、社会人、若手研究者）、ならびに本学の教員スタッフ、院生との交流を通じて、未来
への夢、
「スポーツ・健康」への貢献を語り、さらには今後のネットワーク構築してもらうこ
とを大きなねらいとしています。
このサマースクールを通じて、
「スポーツ健康科学の将来を切り開く人材」になって頂く
ことを心より願い、学部3回生以上を対象に開講します。

運動負荷測定

これまでの成果
受講者および運営者がプログラムを通じ交流し、受講後も継続して交流を深め、研究や事
業の発展に、
ネットワークを活用しています。
また、学部3回生以上を受講対象としており、受講後、当スポーツ健康科学研究科を受験
した他大学学部生および社会人が1名以上／年います。修士修了後は、優良企業への就
職、学内進学をしています。

生化学実験筋線維組成の解析

なお、後期博士課程に進学をした2名については、博士の学位を取得し、研究者として活
躍しています。

今後の課題・目標
現状は、年々、企業からの受講希望が増えています。社会人との交流の良い機会、刺激
となるため、次年度以降は、学生の参加者が増加するよう工夫していきたいと思います。
閉校式後の記念撮影
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草津市体力向上プロジェクト
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 大友 智・准教授 上田 憲嗣

主な連携先
草津市教育委員会及び
草津市小学校体育連盟、
草津市中学校体育連盟

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

草津市小中学校

活動内容
草津市教育委員会及び草津市小学校体育連盟、草津市中学校体育連盟とスポーツ健康
科学部が連携し、全国的にも低下あるいは2極化が懸念される児童・生徒の体力・運動能
力について、これを向上させる（全国平均値を上回る）ことを目的として科学的な根拠に
基づいた対策を行なっています。
具体的な方法としては、小学生に対する手立てとして、児童の体力・運動能力を直接に向
上させるために、およそ週3回実施される体育授業において短時間で取り組むことができ
る体力向上に効果的な運動を導入する「体力向上部」、体育科の授業成果を保障し、運動・
スポーツに対する価値観を育成するための授業単元の開発を検討する「授業力向上部」
さらには、市内の若手教員の体育科の指導力を育成するための「指導力向上部」の3つの
部会から検討がなされています。一方、現状ですでに全国平均より高い体力を示す中学生
に対する手立てとしては、ケガの受傷数を削減するために、アスレチックトレーナーによる講
習会を実施するなどして、受傷予防等を行なっています。

これまでの成果
連携による成果としては、全国よりも大幅に低かった草津市小学生の体力・運動能力に
ついて、向上した成果が確認されています。なかでも、小学生男子においては、全国平均を
上回るところまで改善しています。また、スポーツ健康科学部においては、効果的な短時間
運動の導入により、学校教育現場に負担をそれほどかけることなく、児童の体力を効率的に
改善向上させられることを明らかにすることができるなど、その結果を研究成果として発表
しています。
「授業力向上部」においては、スポーツ健康科学部との連携により、表現運動、体つくり
運動、ボール運動等に関して、小学校1年生から6年生までの全ての学年に対応する単元計
画を作成し、実証研究を進めています。
「指導力向上部」においては、「授業力向上部」とスポーツ健康科学部の連携により開
発された体育授業単元計画にもとづいて、市内若手教員に対する指導力向上研修を実施し
ています。
さらに、中学生においても、市内6校のすべての中学校に、スポーツ健康科学部所属のア
スレチックトレーナーである岡松秀房助教がケガの受傷予防及び受傷時の対応について講
習会を実施することで、市内中学生のケガの受傷割合は、低下の傾向を示しています。

今後の課題・目標
草津市は、2016年に「草津市スポーツ推進計画」を策定し、その第1の重点目標に「子
どもの体力向上とスポーツ活動の推進」を掲げるなど、全市をあげての子供期の体力・運
動能力向上に取り組んでいます。今後の課題としては、
「授業力向上部」及び「指導力向
上部」の推進により、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果より明らかになった「体育
科及び保健体育科の授業は好きですか？」についての低い肯定率にとどまっている現状を
向上させ、体育授業への愛好度を向上させることが課題です。
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大学教員及び大学生による小学校での
体力測定の様子

教育連携

BKC生きもの発見隊―虫好き集まれ！―
本学担当
BKC地域連携課（実施協力：中外テク
ノス株式会社）
、
理工学部 樋口 能士
教授、環境サークルReco.lab

主な連携先
BKC近隣小学校

活動期間

主な活動地域・場所

2018年度から

BKC内自然緑地

活動内容
2018年7月30日（月）、31日（火）の二日間にわたって、びわこ・くさつキャンパス内
の自然緑地で、生きものに出会う観察会「BKC生きもの発見隊－虫好き集まれ！－」を、小
学生（4年生以上）を対象に初めて実施しました。参加者募集に際しては、キャンパス近
隣の小学校にご協力いただきました。
当日は、小学生と保護者を合わせて16名が参加しました。専門家による昆虫採集方法
の紹介と、実際の虫の採集・観察会を行い、採集した虫の名前を調べたうえで、標本づくり
を行いました。

虫とり網を手にガイダンス

自然緑地管理を担当している中外テクノスの皆様、理工学部 樋口能士 教授、環境サー
クルReco.labの学生たちが、参加者への指導・支援を行いました。

これまでの成果
ベイトトラップ（穴を掘って地上を歩き回る昆虫を採集する）、バナナトラップ（フルーツ
（バナナ）を使って昆虫を採集する）、ライトトラップ（光に集まる昆虫を採集する）といっ

水辺も探してみよう！

た本格的なトラップを仕掛けて昆虫採集を行い、最終的に標本づくりまでを行う中で、子ど
もたちは様々な虫に触れ、観察し、学ぶことができて、貴重な経験になりました。

今後の課題・目標
今後も、近隣の幅広い年齢層の皆様にお越しいただけるような、キャンパス内の様々な
資源を活用した取り組みを進めていきたいと思います。

光りに虫が集まってきた！

みんなで輪になって観察！

名前を調べて標本づくり
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玉川小スペシャル授業 in BKC
本学担当
薬学部 助教 正木 聡、情報理工学部 西
浦研究室、AIOL 助手 金山 英幸、BKC
地域連携課

主な連携先
草津市立玉川小学校

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

BKC

活動内容
玉川小学校の6年生の児童がびわこ・くさつキャンパス（BKC）に来て、3つの特別授業、
学生との交流タイム、学内施設の見学や学内食堂体験を通して大学とはどのような所であ
るかを知り、キャリア形成につなげる取り組みが行われました。今年度は以下の3つの特別
授業が行われました。
○薬学部 正木 聡 助教から薬の正しい服用の仕方や危険ドラックの脅威についての講義
○情報理工学部 西浦研究室による指向性スピーカーとレーザーマイクの体験
○AIOL（アイオーラボ）助手 金山 英幸先生による3Dプリンター体験

学生との交流タイムの様子

本企画は薬学部の学生が3つのグループに分かれて児童を引率します。学生との交流
タイム以外にもキャンパス内を移動する時や学内食堂で食事を取る時など、児童が学生と
会話する機会が多くあり、児童と学生が交流する時間が多くとられているのも特徴の1つで
す。

薬学部の模擬薬局を見学する様子

これまでの成果
児童が、研究施設や学内食堂など大学ならではの施設を見学し、そこでの雰囲気を肌で
感じることで、大学進学のキャリアを具体的に考える機会になっています。また、先端の技
術や学問に触れることを通して、
日々の学習意欲の向上も期待されています。
さらに、児童は大学の施設の見学や体験授業だけでなく、児童を案内する大学生との交
流を通して大学への理解を深めます。実際に大学に通う学生の視点から大学とはどのよう
なところであるかを知ることができます。

指向性スピーカーを体験する様子

今後の課題・目標
児童を引率する学生は日々の学習や研究、大学での生活を児童に説明する中で、自身の
学生生活の成果や課題について振り返ることができていると感じました。児童の学びだけ
でなく、学生にとっても自身の大学での学びの意義について再確認する機会になっていま
す。今後も地域の子どもたちのキャリア教育の一端を担うべく、小学校や中学校との連携
にも積極的に取り組みたいと思います。

AIOLで3Dプリンターを見学する様子

児童を引率しながら学内を歩く様子
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草津東高等学校との高大連携プログラム
本学担当
スポーツ健康科学部
准教授 上田 憲嗣・講師 和田 由佳子

主な連携先
滋賀県立草津東高等学校

活動期間
2012年度から現在

主な活動地域・場所
BKC

活動内容
本事業は、スポーツ健康科学部と滋賀県下で唯一体育科を有する草津東高校との高大連携プログラムであり、スポーツ健康
科学部の教育研究の成果を、滋賀県高等学校スポーツを牽引する草津東高校の教育現場にて貢献させることを目的に実施され
ています。具体的には、本学部の所属教員・大学院生による出張講義の実施や、大学の最新の施設を利用しての運動パフォー
マンス測定、教員志望の大学院生らによる高等学校体育科授業「体つくり運動」単元の授業支援、さらには、スポーツ・健康に
関わる科学的な知見を高校生段階でまとめ、成果として発表する際のプレゼンテーションに関する指導支援等を行なっていま
す。

これまでの成果
スポーツ健康科学部の教員による出張講義では、岡本教授による「コーチング」について、体育科3年生を対象に講義が行わ
れました。また、体育科1・2年生には、立命館大学スポーツ健康科学部内の測定室で各種運動パフォーマンスの測定が行われ、
最新の研究施設による測定結果を高校生へ返却するなど、日頃の体育科での学びの深化や、取り組んでいる競技スポーツのパ
フォーマンス向上に貢献しています。
また、大学院生による授業支援では、高校1・2年生を対象とした「体つくり運動」の授業単元の支援がなされ、将来教員を志
望する大学院生を中心とした数名が、日頃の研究活動により得た知見も含めて指導内容を精選・構成し、ウェイトトレーニング、
アジリティトレーニング、コンディショニング等の知識と実践的内容の指導の支援に取り組み、高校生らの学びのサポートを行い
ました。
さらに、高校2年生が行うスポーツ・健康に関わるプレゼンテーションでは、長い時間をかけて準備してきた学習成果を発表す
る会のサポートをしています。発表については、立命館大学を会場として、滋賀県教育委員会担当主事、草津東高等学校教職員
関係各位、近隣大学の学識経験者、
さらには保護者らも参加し、広くその成果を発表する機会の支援を行いました。

今後の課題・目標
本事業は、高等学校における連携事業として、体育科の高校生を対象とした体力測定及び授業のサポートが主な内容となって
います。これらの学びを活かして高校生は自らの取り組んでいる競技スポーツのパフォーマンス改善・向上に役立てています。
今後の課題としては、高校生が各自取り組んでいる競技スポーツ種目別の部活動における、コーチングやマネジメント領域にお
ける科学的サポートなども検討していきたいと思います。
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ジュニアスポーツフェスティバルKUSATSU
本学担当
スポーツ健康科学部、BKC学生オフィ
ス、スポーツ強化オフィス、BKC地域連
携課、学生団体

主な連携先
草津市教育委員会

活動期間

主な活動地域・場所

2011年度から現在

BKC

活動内容
BKCクインススタジアムで毎年10月に開催されています。本企画は草津市教育委員
会が主催となり「スポーツを通じて、すべての子どもに感動を」をコンセプトに草津市内全
小学校の6年生の児童、総勢約1300人がBKCクインススタジアムに集まります。
学級対抗種目として「長縄8の字跳び」、選手種目として「4×100mリレー」が実施さ
れるほか、「チャレンジわくわくタイム」と題して本学の体育会学生団体が児童にそれぞれ
自身の部活動を体験できる体験型ブースが設けられました。以下の団体が児童に大学ス
ポーツを紹介しました。

アルティメットの競技の説明を受ける児童

・アルティメットサークル Ludolph
・応援団チアリーダー部 PeeWeeS!
・ラクロス部（女子）
・ラクロス部（男子）
・ラグビー部
・男子陸上競技部
・女子陸上競技部
・バトントワリング部

チアの振り付けを紹介する様子

これまでの成果
草津市にある全ての小学校の6年生が集まる本企画は参加する児童にとっては大変珍し
い機会であり、普段体験することがない大学スポーツを実際に体験できる貴重な機会でも
あります。よって、児童は本企画に対して大きな期待を持ち、当日も意欲的に各種目や大学
スポーツ体験に取り組んでいます。

芝生のグランドでラクロスのパスをする様子

小学校の中では体験できないスポーツ体験を本学の学部や学生団体が提供し、専門性を
要するスポーツについて理解を深めるきっかけづくりに貢献できていると思います。

今後の課題・目標
本企画を通して児童のスポーツに対する志を高め、運動の素晴らしさを実感し、体力の向
上と運動を親しむ資質・能力を育むことが目標の一つとして挙げられます。参加する学生も、

ラグビー部によるボールキャッチ体験

普段自分たちが競技するスポーツを子どもたちにどのようにしたら楽しんでもらい、興味を
持ってもらえるかを考える機会になっています。スポーツに打ち込むだけでなく、スポーツ
を色々な人と楽しむという視点から捉え、今後も地域の皆さんと共にスポーツの素晴らしさ
を分かち合えるような取り組みに積極的に関わっていってもらいたいと思います。

チアの実演パフォーマンス
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フラッグフットボールを通した交流
本学担当
体育会アメリカンフットボール部

主な連携先
草津リトルパンサーズ

活動期間

主な活動地域・場所

2010年度以前から
現在

BKCグリーンフィールド

活動内容
アメリカンフットボール部では、草津市のフラッグフットボールチーム草津リトルパンサー
ズとの交流、技術指導を行っています。アメリカンフットボールは、その他球技に比べると
マイナーなスポーツです。普段、フットボールに触れることのない小中学生にフラッグフッ
トボールを体験してもらうことにより、楽しんでもらいながらフットボールを知ってもらい、
競技人口の裾野を広げることにもつながる活動となっています。また、
大学のアメリカンフッ
トボール部の試合応援にも参加してもらい、大学生選手が実際に競技する様子を見てもら

活動の様子（1）

うことにより、
アメリカンフットボールの醍醐味も体験してもらうことができます。

これまでの成果
草津リトルパンサーズとアメリカンフットボール部は創立時より交流を続けています。活
動を通じて、小中学生の技術も向上し、クラブチームから大学クラブに入部した部員もこれ

活動の様子（2）

まで多くいます。このように、技術指導による地域貢献という側面だけでなく、大学クラブ
の強化という双方の発展につながっています。また、小中学生に指導をするにあたって、部
員自身も創意工夫しながら取り組んでいるため、競技に取り組む姿勢等を改め見直す機会
となっています。

今後の課題・目標
1998年度から20年にわたり継続してきたフラッグフットボールチームの指導ですが、
取組みの中でまいてきた種が芽をだすように、活動が定着し、アメリカンフットボールの競
技人口の増加に寄与しているといえます。これからも活動を通じ地域の方々から応援して
頂き、
また、地域をますます元気にしていけるようなクラブを目指したいと思っています。
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大津市内の小学校との
フラッグフットボールを通じた交流
本学担当
体育会アメリカンフットボール部

主な連携先
大津市立晴嵐小学校

活動期間

主な活動地域・場所

2010年度以前から
現在

大津市晴嵐小学校

活動内容
フラッグフットボールはアメリカンフットボールの「タックル」のかわりに腰につけたフラッ
グを取り、より安全で幅広い層が参加できるスポーツです。大津市晴嵐小学校では、体育
の授業でフラッグフットボールを取り入れており、過年度から本学のアメリカンフットボール
部の部員が指導をおこなっています。授業の中では、アメリカンフットボールに触れたこと
のない児童たちに大学で実際に使用しているタックルバッグ等を活用して、楽しみながら取
り組めるような工夫を行っています。

これまでの成果
草津市には、草津リトルパンサーズや、ジュニアパンサーズなどアメリカンフットボールの
チームがありますが、県下の小学校で授業を通じてアメリカンフットボールに触れる機会を
創出することは、まだまだマイナースポーツであるアメリカンフットボールの裾野を広げる

タックルバッグを使って指導する様子

取組みといえます。授業での体験から、
クラブチームへの入部を希望する生徒もおり、競技
を始めるきっかけとなっています。また、大学クラブの存在を知ってもらうことにより、クラ
ブを応援してもらうことにもつながり、ひいてはクラブの活動拠点である地域を盛り上げる
ことにつながると考えます。

今後の課題・目標
地域に根ざした草の根の活動として続けてきたフラッグフットボールの指導ですが、地元
クラブチームへの参加促進等成果を残してきています。これからも活動を通じ地域の方々
から応援して頂き、
また、地域に元気をあたえられるようなクラブを目指したいと思っていま
す。
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思い切ってタックルする小学生
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Ritsumeikan-Cup
本学担当
体育会男子バスケットボール部

主な連携先
滋賀県内の中学校チーム

活動期間
ほか

主な活動地域・場所

2005年から現在

BKC

活動内容
体育会男子バスケットボール部は、びわこ・くさつキャンパス体育館において滋賀県内の
中学校、
チームが参加する「Ritsumeikan-Cup」を毎年開催しています。
本大会は、本学校友が指導をおこなっている京滋地区の中学校が強化試合を行うととも
に、体育会男子バスケットボール部の学生が、試合の審判および中学生とのバスケットボー
ル交流・指導をする目的で始まりました。
今年度は立命館高校、立命館宇治高校、立命館守山高校の附属校を始め、京都市内の8
つの中学校、総勢120名が参加をしました。男子バスケットボール部からは1回生9名と2
回生1名の計10名が参加し、審判や試合運営、
クリニックなどを行いました。

企画の趣旨を説明する様子

これまでの成果
技術クリニックの運営をおこなった部員からは「今回、このような機会の中で中学生と交
流できたことをすごく嬉しく思う。今後とも継続して交流をしていくことが重要であり、そ
れが地域の活性化や学生のリーダーシップの養成に繋がると思う。今回の活動をきっかけ
に、人と繋がるということを大事にして今後の様々な活動に取り組んでいきたい。」という
声もきかれました。このように、クラブの部員がこれまでに蓄積してきたバスケットボール

試合の審判の様子

の知識や経験が本企画を通じて中学生に継承され、バスケットボールのスキル強化という
形で地域に還元されていくことは地域貢献の一つの形といえます。また、部員自身も指導
をする際に、伝え方などを意識しながら行うことで、社会性や人間性も同時に磨かれる企画
となっています。

今後の課題・目標
本企画の目的として部員が大会の審判として参加するだけでなく参加者へのバスケット
ボール交流・指導もありますが、実際に交流やクリニックなどの指導を行う時間は試合の合

部員による技術指導（1）

間の1時間ほどしかないのが現状です。また、参加者に対して部員数が十分ではなく、1人
1人に指導が十分に行き渡っていないことも課題になっています。大学生によるバスケット
ボール指導や交流を楽しみにしている参加者も多くいるため、部員の参加人数を増やす、
ま
た2日間開催するなど企画内容の変更を検討し、次年度以降さらに交流を深められるよう
な機会にしていきたいと思います。

部員による技術指導（2）
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パラスポーツプロジェクト
本学担当
体育会男子バスケットボール部

主な連携先
滋賀県立草津養護学校

活動期間

主な活動地域・場所

2017年度から現在

草津市、
野洲市

活動内容
体育会男子バスケットボール部は、社会貢献、地域活動の一つとして、BKCの近隣にある
滋賀県立草津養護学校とバスケットボールを通じた交流を実施しています。本企画は部員
の協調性や社会性を磨くだけでなく、先の2024年に滋賀県で開催される全国国民体育大
会（滋賀国体）に向けた、知的障害部門のバスケットボールの普及や選手のスキル向上に
貢献することも目的にしています。
日々の活動は、月・金曜日に本部員が草津養護学校を訪問し、交流を行っています。前
期は本部員が草津養護学校の生徒にバスケットボールを指導し、後期は草津養護学校の生
徒からホッケーを教わります。このように相互の関わり合いの中での関係づくりを目指して

チームに分かれて対戦する様子

活動を続けています。また、半年に一度、草津養護学校の生徒が本学を訪問し、全部員と半
日かけて交流できる機会を設けています。

これまでの成果
交流開始直後はお互い少し緊張をしていますが、一緒に体を動かして交流する中で、表
情もやわらぎ、交流を通じてスポーツの楽しさを分かち合うことができていると思います。
1/24（木）、1/25（金）に行われた冬の障がい者スポーツ交流大会において、草津養
護学校がホッケー部門で優勝したとの報告を受け、これまで続けてきた交流が少なからず
優勝に寄与できたと感じており、部員一同、心から嬉しく思っています。
本部員の岡本 瞬（理工学部 1回生）は、
「障害のある人に対してのイメージが変わった。
（障害のある人は）もっとスポーツに対して消極的だと思っていた。こんなにも元気で、活
発だとは思わなかったし、何ら僕らと変わりないことがわかった。スポーツを通して彼らの
良さを知ることができ、
どう指導したらわかりやすくて楽しめるかなどを考えて交流すること
は、
これからの人生でも役に立つであろうし、
とても良い経験になった。」と話しています。

今後の課題・目標
毎週月・金曜日に行っている交流は授業等との関係もあり、草津養護学校に訪問する部
員が限られ、部員全員が交流できていないことが課題として挙げられます。そのため、半年
に一度の全体交流では、普段交流のできない部員と草津養護学校の生徒が交流できるよう
グループ分けを考えたり、交流内容を工夫したりする必要があります。
また、バスケットボールやホッケーなどの球技だけではなく、単純な動作で楽しむことの
できるダンスやエアロビなどを交流に取り入れ、さらに障害の重い子たちとも交流できるよ
うな機会を設けられるようにしていきたいです。
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チャレンジヨット in Biwako
本学担当
体育会ヨット部

主な連携先
京都府内、
滋賀県内の養護学校、
特別支援学校等

活動期間

主な活動地域・場所

1994年度から現在

琵琶湖（大津市柳ヶ崎）

活動内容
体育会ヨット部は、毎年夏に障がいのある方を対象として琵琶湖で「チャレンジヨット」
を開催しています。この取り組みは体育会ヨット部が日本オリンピック強化の強化指定校に
選ばれたことを機会に、障害のある方にもセイリングの楽しさを体験してもらおうと始めら
れたもので今年で26回目を迎えます。この企画では参加者は部員とともにヨットに乗りこ
み実際に湖面に繰り出し、日頃あまり体験することのできない湖上スポーツを楽しんでもう
えるような取組みとなっています。
参加者を見送る部員の様子

これまでの成果
障害を持つ方と一緒になってヨットを漕ぐことを通じて部員の障害者に対する理解を深
めるだけでなく、参加者の安全を預かり、また、企画、運営など部員が主体となって行うこと
から日頃の活動とは別の達成感を得る事ができました。また、競技として乗っているヨット
をいつもとは違った視点で見ることができる貴重な機会となりました。参加者にとってもヨッ
トという自然を相手にしたスポーツを体験することにより、楽しみながら、新たな体験をして
いくことにより自らの可能性を広げる機会になったと思っています。
手をふる参加者

今後の課題・目標
1996年から継続されているチャレンジヨットという企画により、これまで多くの方にヨッ
トの魅力を伝えることができました。今後も多くの方に企画を知って頂き、実際に参加して
頂くことにより、一層ヨットを身近なものに感じてもらえるよう取り組みを続けていきたいと
思っています。

出発前の準備体操

風を受けて快走するヨット
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Ritsumeikan Athletics Games
本学担当
体育会男子陸上競技部・
女子陸上競技部

主な連携先
京滋地区の中高の陸上部等

活動期間

主な活動地域・場所

2017年度から現在

BKCクインススタジアム

活動内容
2016年9月にクインススタジアムの第4種公認を取得以降、陸上記録会を開催してい
ます。記録会は、男子、女子陸上競技部が中心運営を担い、京滋地区の中高の陸上部を中
心に、大学生・一般という幅広い年齢層を対象として100m、リレー等公認競技種目の記
録会を実施しています。参加者は希望する種目にエントリー、参加をおこない、当日の記録
は公式な記録として各種連盟の大会参加に活用することができます。
ハードル競技の様子

これまでの成果
2017年11月に第1回を開催して以降、現在まで計4回実施しています。運営は男子、
女子陸上競技部が担っていますが、事前の準備から当日の運営まで自分自身の競技活動を
続けながらおこなうため、苦労することも多くありますが、開催当日まで、何度もクラブ内で
ミーティングを重ね試行錯誤しながら取組んできました。前回の記録会の課題をフィード
バックしながら取組みを続け、回を重ねるごとにスムーズに運営することができ、部員の成
長にもつながったと考えます。
事前設営の様子

今後の課題・目標
クラブの体制は1年ごとに替わることより、当該企画の担当者も毎年交代となり、継続的
に実施するためには、継承性が重要になります。参加者の中には、継続して参加されている
方もいるため、今後も地域に根ざした取組みとして続けていけるよう取組みを続けていき
たいと思っています。
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フラッグフット講習会
本学担当
体育会アメリカンフットボール部

主な連携先
立命館小学校

活動期間

主な活動地域・場所

2012年度から現在

立命館小学校

活動内容
アメリカンフットボール部では年に1回、附属校である立命館小学校を訪問し、フラッグ
フットボールの指導をおこなっています。当日は、フラッグフットボールの指導とともにプロ
テクターをつけた部員が実際にアメリカンフットボールのデモンストレーションもおこない、
競技に初めて触れるこどもたちに、
まずは興味をもってもらい、
また、楽しみながら取組んで
もらえるよう指導をおこなっています。
小学生へ部員が指導する様子（1）

これまでの成果
2012年度から取り組みを続けていますが、毎年、年1回の参加を楽しみにしている児童
もいます。このことより大学クラブの認知度も高くなってきており、クラブの試合応援に足
を運んでいただくことにもつながっています。当日は、小学校低学年から高学年まで時限
ごとに指導をおこないますが、学年に応じた伝え方や接し方が必要となり、指導をおこなう
部員は普段の練習とはまた違った工夫が求められます。部員の中には、教職課程を履修し
ている者もおり、指導を通じて、部員の人間的成長にもつながっているといえます。
小学生へ部員が指導する様子（2）

今後の課題・目標
年1回の取組みとなりますが、現役の部員によるデモンストレーションは小学生にとって
迫力があり、アメリカンフットボールの醍醐味を感じられる内容となっています。その経験
をした児童が将来大学に入学した際、競技をやってみたい、
と感じてもらえれば、まだまだ日
本ではマイナースポーツであるアメリカンフットボールの競技人口の増加に寄与すると考
えています。また、本取り組みの他にも長浜市の高月小学校、永原小学校、塩津小学校にス
ポーツの指導に行っています。今後も地域に根ざした取り組みを続けていきたいと思いま
す。
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高大連携による地域の課題解決学習
本学担当
経済学部
准教授 峯俊 智穂

主な連携先
和歌山県田辺市企画広報課／
和歌山県立田辺高等学校

活動期間

主な活動地域・場所

2018年度から現在

和歌山県田辺市

活動内容
本学経済学部は和歌山県田辺市と、2018年9月に連携・協力に関する協定を締結しま
した。田辺市はインバウンド観光振興が盛んであり、欧米豪を中心とした外国人観光者が
増加傾向にあります。一方、人口減少と高齢化が進んでいるため、将来的に観光を担う人
材育成が求められてもいます。
和歌山県立田辺高等学校における1年生を対象とした「総合学習」では、地域の行政や
事業者へのヒアリング調査実施をとおして、地域を知ることと地域課題解決へむけた学習
を展開しています。今年度はフィールドワークに関わることで、次年度の地域連携と高大連
携が合わさった観光教育の方向性を図りました。

経済学部・田辺市協定調印式（1）

これまでの成果
今年度は「総合学習」のなかで、①事前学習におけるフィールドワーク準備講義、②フィー
ルドワークの参与観察、③事後学習において地域観光研究チームへの助言、を行いました。
高等学校の授業へ経済学部教員が関わることで、観光に関する専門知識の提供ができまし
た。
「地方創生」時代にある現在、地方では都市部への若者の流出が課題となっています。

経済学部・田辺市協定調印式（2）

とりわけ、高等学校を卒業した若者の人口流出は著しい状況です。そのため、この課題解
決にあたっては、高校生の将来の夢や地域への想い等を知り、地域の現状を知ってもらい、
そのうえで地域人材へ醸成していく必要があります。しかしながら、行政だけで高校教育に
関わることには、様々な困難があります。そこで産学官による地域連携の関係構築を活か
し、高大連携を結合させることで、持続可能な地域づくりへ向けた実践的な取り組みを試み
ようとしています。

今後の課題・目標

田辺高校での連携授業風景（1）

今年度内の取組みとして、
田辺高等学校の生徒は経済学部教員が所属する学会全国大会
（3月開催）へ参加し、成果発表を予定しています。
次年度の目標は2つあります。第一に、次年度の田辺高等学校の「総合学習」につい
て授業計画から関りながら観光教育を研究・実践していきます。第二に、地域観光に意欲
的である生徒を募った自主ゼミをつくり、田辺市役所や観光協会等の協力を得ながら地域
観光研究や国家資格取得へ向けたボランティア講座の開講を予定しています。

田辺高校での連携授業風景（2）
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「サッカーでつながろう」
プロジェクト
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 種子田 穣

主な連携先
滋賀県下のすべての児童養護福祉施設・
セ レ ッソ 大 阪・ 一 般 財 団 法 人United
Sports Foundation・とんかつ まい泉

活動期間
2018年度
4月から9月

主な活動地域・場所
BKC

活動内容
9月16日、春学期の当初から3回生ゼミで取り組んできた「サッカーでつながろうプロ
ジェクト」を実施しました。滋賀県下、それぞれの児童養護福祉施設で生活する小学校3
年生から6年生までの子供たちを招待し、サッカー元日本代表でセレッソ大阪の勝矢寿延さ
んの協力を得て、午前中のアイスブレイク、チームの旗とユニフォームづくり、みんなでラン
チ、勝矢さんの元気が出て笑顔になる話、そして、天然芝のクインススタジアムでのサッ
カークリニックとみんなでゲームを楽しみました。このイベントは、ゼミの学生たちが企画

初めて会ったお友だちとのアイスブレイキング

し、講師を要請し、スポンサーを獲得し、滋賀県下のすべての児童養護福祉施設を訪問して
趣旨を説明のうえ、参加者を募集し、スポーツ健康科学部の学生たちから当日の運営補助
のボランティアを募集して実現しました。これまで、複数の児童養護福祉施設の子供たち
が、施設の運営主体以外が主催するイベントの開催地に出向いて、施設横断的に参加して
のスポーツイベントは前例がありません。引率にあたった施設の先生方からも感謝の言葉
をいただき、協力を得た勝矢さん、セレッソ大阪スポーツクラブスクールコーチの齋藤竜さ
んからも学生たちへの称賛の言葉が聞かれました。

自分だけのオリジナルユニフォームを作成

これまでの成果
このプロジェクトに参加した学生たちは、社会とのかかわりの中で、スポーツが果たす役
割を実感し、高い達成感を感じるとともに社会に貢献することの重要性を身をもって学びま
した。それは、学生たちの大きな成長の契機となりました。児童養護福祉施設に暮らす子

元日本代表・勝矢寿延さんの元気が出るサッカーワールドカップのお話

供たちは、何らかの事情で家族と暮らすことのできない子供たちですが、今回のイベントを
通じて、他の施設の子供たちとも交流し、笑顔になり、決して一人ではないことを実感してく
れたと信じます。子供たちが参加した児童養護福祉施設の関係者には、社会・地域に存在し、
貢献する本学の姿を目に見える形で示しました。また、学生たちの高い能力と積極性も合
わせて示しました。

勝矢さんとセレッソ大阪スクールコーチ・齋藤さんによるクリニック

今後の課題・目標
今回の「サッカーでつながろうプロジェクト」は、当初、京都府・滋賀県のすべての児童
養護福祉施設に暮らす小学校3年生から6年生までの子供たちを対象にすることを予定し
ていました。しかし、参加者を募集する段階になって、当日、京都府の児童養護福祉施設の
イベントと日程が重複し、京都府の児童養護福祉施設からは本プロジェクトへの参加が叶わ
ないことがわかり、参加人数が少数となりました。来年度は日程設定の段階から綿密に調
整を行い、貴重な機会をより多くの子供たちに経験してもらえるよう、また、より多人数の参
加に耐える企画・運営体制を構築したいと思います。

いよいよチーム対抗戦!!
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京の子どもダイヤモンドプロジェクト
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 長積 仁

主な連携先
京都府教育庁指導部保健体育課

活動期間

主な活動地域・場所

2012年度から現在

京都市内及びBKC

活動内容
「京の子どもダイヤモンドプロジェクト」というタレント発掘・育成事業は、将来、我が国
を代表するアスリートを発掘・育成し、国際大会でのメダル獲得や、その経験を生かし、確固
たる考えと行動力を持ち備えた豊かで明るい社会の発展に貢献できる人材育成に手掛け
ようとするプログラムです。小学4年生から中学3年生を対象とし、
バドミントン、
フェンシン
グ、カヌーの3競技に特化し、競技の専門プログラム以外に、フィジカルプログラムやインテ
レクチュアルプログラムなど、多様なプログラムが実施されています。とりわけ、インテレク
チュアルプログラムを担当しています。

インテレクチュアルプログラムの様子

これまでの成果
実施したインテレクチュアルプログラムの1つとして、
「自分を知る…多様性を知る…」と
いうテーマにて、①行動・言動・態度・振る舞いなど、
自己分析と他者分析を踏まえた上で、
自分自身を見つめ直し、自己客観化や自己理解を図ることができるようになる、②世の中に
は、様々な人々がいることを知るとともに、知るだけにとどまらない「多様性の理解」につ
いて考えることができるようになることをねらいにプログラムを実施しました。プログラム
では、自己分析や他者分析、ジョハリの窓などを用いたワークや、アイマスクを用いて、
「目
が見えない」ということを体感し、日常の活動やサウンドテーブルテニスなどを体験しても
らい、
目の見えない人がスポーツすることについて、子どもたちに考えてもらいました。

今後の課題・目標
京都府以外にも複数県、同様のプログラムを実施していますが、他県とは異なるプログラ
ムのコンセプトに手応えを感じつつも、展開したプログラムの学習内容がスポーツ場面や
様々な日常生活に般化されているか否かということは、評価・検証できていません。活動
回数が制約される状況で、社会的スキルやライフスキルをどのように日常の様々な場面に
般化させるかは、重要な課題として残っています。プログラムに参加する子どもたちやそ
の保護者との面談などを含め、プログラムの有意味性を検討する必要があると思われま
す。
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トップアスリートに聞く
（女子相撲 スポーツ健康科学部 野崎舞夏星）

生涯学習支援

健康寿命を延ばすために必要な運動
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 家光 素行

主な連携先
宇治市教育委員会

活動期間
2018年度

主な活動地域・場所
宇治市

活動内容
宇治市4地域（宇治、小倉、木幡、広野）で中高齢者を対象（1つの会場に100〜50名）に「健康寿命を延ばすために必要
な運動」というタイトルで加齢に伴うサルコペニアや心血管疾患リスクに対する運動について説明し、自身のライフスタイルに
合わせた運動実践の必要性について講演し、加えて、その場でできる簡単な運動指導を行いました。

これまでの成果
現在まで4か所の地域で実施しており、講演後の感想では、運動の大切さや継続の重要性、どのような運動が良いのかなどの
一定の理解が得られました。また、健康寿命の延伸に対して運動を積極的に取り組む姿勢が見られました。

今後の課題・目標
運動に対して積極性が増したことや、運動に対する正しい知識を身につけることはできたと考えられますが、運動は継続する必
要性があるため、
このような単発的な実施でなく、長期的な介入などの実施が必要であります。
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健康ウォーキング
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 家光 素行

主な連携先
笠縫東学区まちづくり協議会

活動期間
2018年度

主な活動地域・場所
草津市

活動内容
2015年以降、笠縫東学区まちづくり協議会と連携して、地域の方々（1回につき30〜
40名）に年3回のウォーキング教室を開催し、加齢に伴って増加する疾患リスクやQOLの
低下に対して、運動がどのような効果があるのかについて解説し、自身のライフスタイルに
合わせた運動実践の必要性について説明しました。また、現時点での健康・体力レベルの
測定評価および実際にウォーキング教室を開催し、運動指導を行いました。
ウォーキング後に心拍測定をする様子

これまでの成果
今年度は2回の実施を行い、自身の体力レベルの評価方法について学び、実際に測定評
価を行ってきました。体力評価は、誰でもどこでも簡単に実施できる「1マイルウォークテ
スト」を行い、1マイルをウォーキングでどれだけ速くあることができるのかや運動後心拍
数を測定して、換算式を用いて、全身持久力を評価しました。また、各年代で定められた基
準よりもどのレベルなのかについて評価し、自身の体力レベルの見える化を行いました。
本研究では参加した全員がほぼ十分な体力を持っていることが確認され、今後の運動継続
のモチベーションつながっていくことが期待されます。
マイルウォーキングの様子

今後の課題・目標
今回の結果では参加者の多くは1回目よりも2回目の体力レベルの測定において向上し
ていました。また、全体的に参加者全員、体力レベルは高い値を示し、日常から運動を取り
入れている参加者もいたことから、運動の重要性の理解とともに、実線の継続の重要性が
伺えました。しかしながら、今後、より多くの方に運動を実践してもらうためには、まち全体
での取り組みを行うこと、運動効果を実感してもらうための介入的な検討が必要であるこ
と、上記については地域だけでなく、草津市や大学とのさらなる連携が重要であることが課
題であると思われます。

運動の効果と実践方法の講義

計測結果を確認する参加者
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中高年者向け筋力アップ運動
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 藤田 聡

主な連携先
参加対象：草津市内の中高年者

活動期間

主な活動地域・場所

2018年度から現在

BKCスポーツ健康コモン
ズ

活動内容
【目的】
①地 域住民の介護予防を推進するための運動プログラムを立命館大学の学生が中心と
なって提供する
②筋量アップにより高齢者の怪我・病気の予防に寄与する
③立命館大学（BKC）を主軸とした健康コミュニティを形成する
【内容】
現在、BKCスポーツ健康コモンズでは、成人向けプログラムは提供されているが、地域住
民、特に中高齢者に向けた運動プログラムなどは特にありません。
今まで藤田研究室では、スポーツ健康科学部内の施設を利用し、健康バンド運動などの
中高齢者向け運動教室を地域住民の方々向けに何度か開催し、参加者から定期開催の要
望もありました。
今回中高齢者向けの運動プログラムをコモンズで実施し、科学的エビデンスに基づいた
運動プログラムや健康増進に関する情報の発信を目指しました。
スポーツ健康科学部の藤田聡教授が検証し提唱している運動プログラム「健康バンド」
（伸縮性のゴムバンドを用いた筋力トレーニング）や自重を使った道具を使用しない運動プ
ログラムを実施することとしました。運動指導は藤田教授による運動への動機付けに関す
る講義の後、
スポーツ健康科学部の学生が運動指導を行いました（約45分）。

これまでの成果
草津市内に在住する高齢者を対象とし、運動を継続して実施して頂くことを目標にして、
運動教室を実施しました。先ずは2か月間継続して行っていただく運動プログラムを考え、
参加者の方に提供しました。年齢を重ねるにつれて筋肉量は減少していくので、今回は筋
力トレーニングを選択しました。トレーニングを行う部位は、日常生活の歩行動作などで欠
かすことのできない（主に大腿部の）筋肉と、良い姿勢や安定した動作を行うために必要
な体幹の筋肉に絞り、具体的に指導を行いました。トレーニングは下肢のトレーニングであ
る「ランジ」と体幹部のトレーニングである「プランク」です。これらのトレーニングは参
加者の方の体力レベルに合わせた内容となるように、段階的に強度が異なる指導をしたり、
運動回数を調整してもらうように伝える工夫を凝らしました。また、運動教室の時間だけで
運動が終わってしまうことのないように、当日から2か月間のカレンダーを「運動チェック
シート」といった形で配布し、運動を継続していることを実感してもらえるような仕組みと
し、初回の運動教室から1か月後及び2か月後に報告会を実施した。
指導にあたった学生については、新しい運動プログラムを実施することで、運動継続につな
がる動機付けの方法や地域の方々に興味を持ってもらう運動指導の方法などを学びました。

コモンズ初イベント（1）

コモンズ初イベント（2）

コモンズ初イベント（3）

今後の課題・目標
今回初めてBKCスポーツ健康コモンズを利用して運動教室を行い、良いと感じたことは
コモンズの多目的スペースは鏡があり、参加者が動きを確認しながら行うことができる点、
また様々な運動器具があることから、今後幅広い取り組みができる可能性があることが挙
げられます。一方でデメリットだと感じた点は車でお越しの参加者にとっては駐車場から施
設までの距離が遠く、アクセスが不便な点でした。今後、施設の一般開放を考える上で重
要な検討課題であると感じました。今後コモンズで開催する場合の課題については、まず、
指導できる学生の確保。それにより定期的に運動教室を開催し、地域の方々の運動コミュ
ニティ形成の一助となるよう取り組んでいきたいと思います。

コモンズ初イベント（4）
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大津市食品安全リスクコミュニケーター
育成講座事業
本学担当
BKC社系研究機構／
食マネジメント学部
准教授 小沢 道紀

主な連携先
大津市保健所、消費者庁、滋賀県食肉衛
生検査所、有限会社岡喜牧場、滋賀県農
業技術振興センター、株式会社ロッテ滋
賀工場

活動期間

主な活動地域・場所

2016年度から現在

大津市

活動内容
大津市民及び大津市内で活動される方を対象に「大津市食品安全リスクコミュニケー
ター育成講座」を引き続き開催いたしました。一昨年は内閣府食品安全委員会との共催、
昨年度と今年度は消費者庁との共催となっています。一般市民の方が食品安全について
詳しく学び、リスクコミュニケーターとして、食品安全に関する正しい情報を、自らの意思で
地域に広く周知いただくことは他にあまり例がありません。そのため、大津市保健所で座
学による学習をはじめ、農場・牧場・食肉衛生検査所等での実地研修を行い、食中毒・調理・
添加物・農薬・リスクコントロールなど全13回の講座を通して学び、成果として他の方にリ

グループ発表

スクを伝えるための冊子を作成しています。
※本年度、講座は全13回の予定でしたが、悪天候による中止により全11回の開催となって
います。

これまでの成果
これまでの3年間で約90名が修了しています。また、成果発信の一環としてシンポジウ
ムも開催しています。約半年にわたり、
リスクコミュニケーターとしての継続した学びを行っ

岡喜牧場見学

ていく中で、受講生間のコミュニケーションも活発になり、自主的な取り組みも始まりつつ
あります。その際のツールの重要なものとして、受講生自身が作成している食の安全を理
解するための小冊子があります。修了生の数が増えていく事で、将来的には科学的なリス
クに対する知見を基として、周りの市民に対して情報発信され、食という身近なことから公
衆衛生の推進につながっていきます。また、
このプログラムは、消費者庁が新たに展開する
食のリスクコミュニケ―ターの養成事業において、
モデルともなっています。

座学の様子

今後の課題・目標
講座修了後も受講生が食品安全リスクコミュニケーターとして継続的に活動していくた
めに、活動を支える支援も必要です。今後も学び直しの機会の提供や、Facebook、大津
市保健所からの食の情報案内など、最新の情報提供を続けて、食品安全リスクコミュニ
ケーターとしての活発な活動を図りたいと考えています。

食の安全講座チラシ
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立命館びわこ講座
本学担当
BKC地域連携課

主な連携先
草津市教育委員会事務局 生涯学習課

活動期間

主な活動地域・場所

1994年度から現在

BKC

活動内容
BKC開学から毎年開講されている人気の生涯学習講座です。本講座は草津市および草
津市教育委員会と本学の共催企画であり、大学の知的資源を生涯学習に生かすことを目的
とし、今年で24回目を迎えました。また、2018年3月に草津市文化振興計画が策定され
たことに関連し、食文化をテーマにした講座も取り入れられ、近江・草津の豊かな文化・財産・
歴史についてさらに充実した内容の講座となりました。
第1回：
「近江の食文化」日比野 光敏 先生（元・京都府立大学京都和食文化研究センター

第1回

日比野先生

第2回

中井先生

第3回

桝藏先生

第4回

谷先生

第5回

本郷先生

特任教授）
第2回：
「淡海の生きもの―にぎわいとつながりを未来へ―」中井 克樹 先生（滋賀県立
琵琶湖博物館 専門学芸員）
第3回：
「心の健康と笑い」桝藏 美智子 先生（立命館大学 学生部 臨床心理士）
第4回：
「映像を通したまちづくり」谷 慶子 准教授（立命館大学 映像学部）
第5回：
「古代・中世 近江の産業と流通」本郷 真紹 教授（立命館大学 文学部）

これまでの成果
本講座は近江・草津という身近な場所について知ることから始まり、琵琶湖やその周辺
の環境問題や草津の産業の発展や歴史、近年はグローバルな視点も含めて多方面への広
がりを感じられる内容で展開されます。よって、各回いろいろな切り口から近江・草津を知
ることができ、草津市に長年在住されている市民の方でも新たな発見や気づきが得られた
という感想をいただいています。
また、講義を通して普段あまり向き合わない問いについて考え、新たな見方や考え方を
獲得することで、
日々の生活をより豊かにするきっかけにもなっています。

今後の課題・目標
草津市に長年住んでいらっしゃる市民の方でも新たな発見や気づきが得られる本講座を
新たに草津市に移住された市民を含め、より多くの人に知ってもらい、草津市民や近隣の
方々に近江・草津を学ぶ場として広く提供していくことが今後の課題として挙げられます。
講座は毎年本学の講義室で行っていますが、学外の商業施設等での開講を検討し、生涯
学習の場を身近に感じてもらえるようにしたいと考えています。これまで参加していなかっ
た人にも本講座の良さを知ってもらい、講義を通して得た知見を暮らしの中で生かし、人生
を豊かにする一端を担えるようにしていきたいです。
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2018年度「びわ湖の日」連続講座
〜琵琶湖と人の様々な関わり〜
本学担当

主な連携先

BKC地域連携課

活動期間

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課

主な活動地域・場所

2015年度から現在

BKC

活動内容
2015年度より、7月1日「びわ湖の日」の関連事業として、滋賀県と立命館大学との連
携により、県民の皆様や学生を対象とする連続講座を開催しています。
2018年度は、
「琵琶湖と人の様々な関わり」をテーマに、様々な角度から琵琶湖の多様
な価値や課題を見つめ直す講座を実施しました。

これまでの成果

第1回

食マネジメント学部 鎌谷准教授

第2回

経済学部 峯俊准教授

第3回

滋賀県水産試験場 酒井主任専門員

2018年度は、全3回にわたってBKCを会場に実施し、各回約100名の皆様が受講され
ました。
第1回：7月08日（日）
「江戸時代の琵琶湖を知る―古文書から探る琵琶湖の魅力―」
立命館大学 食マネジメント学部

鎌谷かおる 准教授

第2回：7月22日（日）
「琵琶湖保全からエコツーリズムを考える」
立命館大学 経済学部

峯俊智穂 准教授

第3回：8月25日（土）
「琵琶湖の魚を守ることと活かすこと」
滋賀県水産試験場

酒井明久 主任専門員

今後の課題・目標
琵琶湖を擁する滋賀県に所在するキャンパスとして、今後も県と連携し、大学の教育・研
究の成果を活かしつつ県民の皆様や学生が様々な視点で琵琶湖について理解を深める機
会を提供できればと考えています。
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志津学区住民アンケート等
調査特別委員会への参画
本学担当
共通教育推進機構
講師 宮下 聖史

主な連携先
志津まちづくり協議会

活動期間

主な活動地域・場所

2018年度から現在

草津市志津学区

活動内容
BKCキャンパスの近隣地域である志津学区は、人口1万2千人をこえる大規模な地区で
あり、里山や川などの豊かな自然、工業団地、住宅地等を有しています。JR駅や商業施設
へのアクセスもよく、今後も人口増加が予想されています。
志津まちづくり協議会が策定した「志津まちづくり計画書」（2016年改訂版）は、
2016年度から2020年度の5年間の計画であり、次の計画策定に向けた議論が必要に
なっています。その一環として、志津学区の住民の皆さんに、現在の計画の評価や地域生
活における課題、これからのまちづくりに関するご意見等をお聞きする事業を進めていま
す。本学共通教育推進機構の宮下講師は、「志津学区住民アンケート等調査特別委員会」

まちづくりワークショップの様子（1）

の委員・アドバイザーとして、かかる事業に参画し、住民ワークショップでの話題提供や調査
票の素案作り、集計・分析に関わる実務等を担当しています。なお本事業の実施にあたっ
ては、草津市より「がんばる地域応援交付金」を受けています。

これまでの成果
本事業は2年計画で実施しています。初年度となる2018年度は、調査票作成に先だっ
て、10月20日にまちづくりワークショップ「志津の宝ものさがし」を実施しました。ここ

まちづくりワークショップの様子（2）

で出された意見を取り入れながら、調査票を作成し、全戸配布を行いました。回答いただい
た結果の集計・分析を行いました。なお、
こうした実践は、
まちづくり協議会と大学との協働・
連携のモデルとなりうる点で意義のあることだと考えられます。

今後の課題・目標
2年目となる2019年度は、アンケートの結果を踏まえたワークショップを数回程度実施
して、地域協働の場の醸成に努めます。一連の事業の成果は、新たな「まちづくり計画」
策定のための提案としてまとめる予定です。

住民の皆さんからのご意見
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わくわく！

サイエンスLab！

本学担当
ライフサイエンス研究会

主な連携先
参加対象：BKC近隣の子どもたち

活動期間

主な活動地域・場所

2005年から現在

BKC

活動内容
ライフサイエンス研究会は、子どもに身近にある科学の面白さを知ってもらうことを目的
として、楽しい科学実験を行う活動をしています。2018年8月9日（木）びわこ・くさつキャ
ンパスにて「わくわく！ Science Lab！ 2018」を開催しました。大学近辺に住む子ども
19人を対象に、空気との摩擦抵抗を利用した不思議な形の紙飛行機「ジャイロ紙飛行機」
など、様々な原理を利用した6つの実験を行いました。
phを利用した実験の様子

これまでの成果
実験の1つで「落ちない水」という実験を行いました。これは、水の入ったペットボトル
の上に、フタの代わりにピンポン球を乗せ、それを逆さまにしても水がこぼれないというも
のです。大気圧の力を利用したもので、子どもたちは目の前で起こる不思議な現象に興味
津々でした。 「わくわく！Science Lab！」は毎年本サークルが8月に行うイベントです。
部員は、広報や保険の手続き、安全性への配慮、説明の仕方や見せ方の勉強などの多くの
準備を行う必要があり、企画側として多くの経験ができました。同じ実験を家でもやってみ
たいと言ってくれる子どもや熱心にメモを取る保護者の方もおられ、手応えを感じていま
す。

洗濯のりで「スーパーボール作り」

今後の課題・目標
実験の開発やイベント進行の工夫等、改善点は多くあります。今後も子どもにとっての
科学がより身近に、そして楽しいものであると感じてもらえるような、そんなイベントを企画
していきたいと考えています。

浮かんでいる風船の輪にチビっこびっくり
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少年の健全な成長のための支援活動
本学担当
BKC学生オフィス

主な連携先
草津市立少年センター

活動期間

主な活動地域・場所

2018年度から現在

草津市立少年センター

活動内容
草津市立少年センター・あすくる草津での活動は、少年との対話や体験活動を通じて少
年の悩みの相談やそれに対する助言による支援活動を主に行っています。体験活動の内
容はセンター内にある農園でとれた野菜や果物を実際に少年と一緒に調理して食べたり、
職員やサポーターと卓球などの軽い運動をすることなどを通して協力することの楽しさや
温かみを感じることを目的に行っています。活動を行うときは、必ずサポーターは少年セン
ターの職員の方と一緒に活動を行いながらアドバイスをいただいています。ほかにも、少
年センターに来所した少年は学校を出席した扱いになるので、就学支援として勉強の時間
を設けています。

これまでの成果

サポート活動の様子（1）

少年と関わる中で家庭環境やそれに伴う教育について考えることが多くなり、新聞や
ニュースを見るようになりました。周りに見本にする大人がいないために目標を定めづら
い少年に対して、年齢が近い身近なモデルになることで、少年が近い将来の具体的な自分
の姿をイメージしやすくなったとの言葉をいただきました。職員の方は若い人がサポーター
として活動するのが珍しく、来てくれるとセンターが活気づくとのお礼の言葉をいただきま
した。

今後の課題・目標

サポート活動の様子（2）

課題としては、少年にとってより良い選択をすることができる環境作りをすることだと考
えました。そこで以下の4点を目標としていきたいです。①少年一人一人に対しての接し
方やアプローチの仕方が違うので、さらに個人に対して効果的な方法で支援を行う。②少
年たちと一番年齢が近いのが学生サポーターなので、近い目線や価値観で接することで何
でも相談することができる兄や姉のような存在になる。③それぞれが納得のいく進路へ向
かっていけるようにできる限りサポートしていけるように活動する。④これまでは自校の生
徒がサポーターとして活動することがなかったため、今後はサポーターを増やしてさらに活
気づけていき、
さらに広いコミュニティの形成を目指す。
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甲賀市健康づくり事業
本学担当
スポーツ健康科学部
教授 真田 樹義

主な連携先
甲賀市役所

活動期間

主な活動地域・場所

2018年8月1日から
現在

甲賀市

活動内容
滋賀県甲賀市内で健康増進イベントを実施します。イベント内容はウォーキング、体力
測定などを実施します。体力測定は、サルコペニアおよびロコモーティブシンドロームを評
価し、参加者に対して結果のフィードバックを行います。この結果に応じて、食事や運動な
ど生活習慣改善のアドバイスを行い、地域が一体となって支えあう、健康・福祉のまちづく
りに貢献します。

これまでの成果

健康サルコペニアチェックでの握力・
歩行速度測定

甲賀市健康づくり推進協議会に参加させていただき、甲賀市民の健康づくり支援に協力
しています。2018年11月18日10：00〜14：00に、滋賀県甲賀市の水口小学校にて
健康体力づくりイベントを開催しました。その際に市民41名が参加し、結果のフィードバッ
クを行いました。今後は、1月18日に、滋賀県甲賀市の水口中部コミュニティセンターにて
イベントを開催するなど、継続して甲賀市の健康増進活動にかかわっていきます。

今後の課題・目標

健康サルコペニアチェックでの
椅子座り立ちテストの様子

本事業をさらに発展させ、サルコペニアもしくはロコモーティブシンドロームの介入研究
や介護リスクをアウトカムとした疫学研究へと発展させていきます。国内でも有数の健康
長寿の県として知られてきた滋賀県の健康づくり施策の良さを世界にアピールしていきた
いと思います。

水口小学校体育館での
健康サルコペニアチェック（受付）
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危険ドラッグ等薬物乱用防止啓発キャンペーン
本学担当
薬学部

主な連携先
危険ドラッグ等薬物乱用防止
啓発キャンペーン実行委員会

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

滋賀県内各所

活動内容
危険ドラッグ等薬物の乱用は、乱用者個人の健康を蝕むのみならず、乱用者に関係する
人の生活をも崩壊させ、また凶悪な二次犯罪を引き起こさせるなど社会に対しても大きな
危害をもたらしています。危険ドラッグ等による事件・事故は、法律の改正等により規制が
強化されていますが、依然として後を絶ちません。危険ドラッグ等薬物乱用の防止には、規
制に加え、啓発活動が重要であることから関係機関で実行委員会を立ち上げ、一丸となっ
て啓発キャンペーンに取り組んでいます。

これまでの成果

危険ドラッグ等薬物乱用防止
啓発キャンペーンのチラシ

危険ドラッグ等薬物の乱用の防止には、規制とともに啓発活動が重要であることから、
2015年度より、関係機関（滋賀県、一般社団法人滋賀県薬剤師会、立命館大学薬学部ほ
か）で実行委員会を立ち上げ、薬物乱用防止の啓発事業（キャンペーン）に取り組んでき
ました。具体的には、実行委員会副委員長に薬学部副学部長、委員に担当教員が就任し、企
画運営に取り組んでいます。
また例年、薬学部の学生がボランティアとして、子供向け調剤体験コーナーを担当し、県
下の薬剤師と協同で薬物乱用防止キャンペーンの一翼を担っており、地域の子供に対して
薬の重要性と危険性を伝えることができていると思われます。
2018年度は、10月14日（日）にピエリ守山（滋賀県守山市今浜町）でキャンペーン
イベントを開催しました。

スペシャルトークショーの様子

今後の課題・目標
危険ドラッグ等薬物乱用の防止には、継続的な啓発活動が必要であるため、滋賀県、一般
社団法人滋賀県薬剤師会、
びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部、
びわこ放送株式会社、株
式会社エフエム滋賀ほかと協議を行いながら、引き続き県下の啓発活動に協力していきま
す。

子供向け調剤体験コーナー

参加した子どもに丁寧に説明をする
学生の様子
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滋賀県地域情報化推進会議
本学担当
情報理工学部 教授（学部長＝当時、現
学校法人立命館総長・立命館大学長）
仲谷 善雄

主な連携先
滋賀県

活動期間
2014年度から
2018年7月10日
まで

主な活動地域・場所
滋賀県

活動内容
本組織は、1988年に「しがニューメディア推進連絡会議」として発足して以来、約30年間滋賀県で活動しており、管轄は滋
賀県県民生活部情報政策課となっています。本学からは情報理工学部仲谷善雄教授（学部長＝当時、現学校法人立命館総長・
立命館大学長）が、前任者の八村広三郎・元情報理工学部長の後任として参画し、2018年7月まで委員長を務めていました。
メンバーは、産業界からNTT西日本滋賀支店、NTTデータ関西、滋賀銀行、ミズホネット、京都新聞滋賀本社、滋賀富士通ソフト
ウェア、野村證券大津支店など29社、滋賀経済同友会などの12団体、20の市町、4大学（立命館大学、滋賀県立大学、滋賀大
学、龍谷大学）などで構成されています。
主な活動内容は、ICT利活用の検討、滋賀ICT大賞（ウェブサイトやオープンデータを活用したアプリ等のデジタルコンテンツ
作品、ICT利活用事例、ICT利活用アイデアのコンテスト）の開催、各種ICT関連セミナーの主催などです。（https://
shiganet.shiga-lg.jp/suishinkaigi/）
。最近では、ICT利活用検討部会において、滋賀県におけるオープンデータの利用方
法について検討を行っています。また、2017年度から新しくデータ利活用WGを立ち上げました。

これまでの成果
本会議は、滋賀県の情報化の推進を検討する組織として、県下の市町や企業を巻き込んで、具体的施策を提言してきました。
その中で、情報理工学部長が委員長として就任してきた経緯があり、地域の情報化推進のかじ取りに大きな役割を果たしてきた
と言えるでしょう。特に、年1回の総会時には、就任直後の会長が講演を行ってきており、2014年度には仲谷教授が「事業継続
管理と情報技術」という題名で、企業防災の観点からのICT利用について講演を行い、滋賀県における直下型地震の影響とそれ
への対応の必要性に関する意識を高めることができました。またその後においても、マイナンバー制度への対応、IoTと社会情
報基盤、地域IoT実装推進の取組というタイムリーな講演テーマの企画に携わることにより、企業を中心とする地域社会に対して
ICT利活用の必要性・重要性をアピールできました。なお、2018年の総会にて、新会長として滋賀県立大学の酒井道教授（地
域ひと・モノ・未来情報研究センター長）が選出されました。

今後の課題・目標
ICT利活用検討部会においてオープンデータの利活用方法について検討をしています。自治体は多くのデータを保有してい
ますが、それらが何に利用可能なのかという問題意識を持っていないために、埋もれたままになっています。それをどのように
公開し、民間に利用してもらうのか、セキュリティの問題をどのようにクリアするのかなど、検討すべき課題はまだ残っていると思
われます。
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滋賀県産業振興審議会
本学担当
情報理工学部
特命教授 田中 弘美
（理事補佐・学長特別補佐）

主な連携先
滋賀県

活動期間
2018年12月から
現在

主な活動地域・場所
滋賀県

活動内容
滋賀県では、今後10年という中長期を見据えて、
「何を強みとして、どのような産業やビジネスモデルを“エンジン”として進
興し、さらに県内での経済循環をどのように促進していくのか」といった視点から、産業振興のあり方を考え、その理念や施策の
基本的な方向などを示した「滋賀県産業振興ビジョン」を2015年3月に策定しました（計画期間2015〜2024年度）。し
かし、ビジョン策定以降、滋賀県産業を取り巻く経済・社会情勢が変化し、新たな課題が出ています。今後、滋賀県が「何を強み
として、どのような産業やビジネスモデルを成長の“エンジン”として振興するのか」と言った視点から、ビジョン改定の必要性
があると考えられるため、本審議会で改定に向けた議論や検討を行うことになりました。

これまでの成果
2014年3月〜2015年3月に設置された滋賀県産業振興審議会では、川口清史総長（当時）が会長を務め、三日月大造滋
賀県知事に、滋賀県産業振興ビジョン案の答申を行いました。
「滋賀県産業振興ビジョン」の改定に向けた審議会は2018年12月27日に第1回が開催され、本学からは田中弘美特命教
授が委員として参画しています。

今後の課題・目標
2015年3月の「滋賀県産業振興ビジョン」策定以降、滋賀県産業を取り巻く経済・社会情勢が変化し、第4次産業革命・
Society5.0の動き、就業構造の変化等新たな課題がでてきていることから、
「滋賀県産業振興審議会」を設置し、滋賀県の施
策の方向（「次期基本構想」の策定、SDGsを活用した持続可能な滋賀づくり）などを踏まえつつ、ビジョン改定に向けた検討
を行うことになりました。今後モニタリングの実施や議論を行い、2019年度中に滋賀県知事への答申、滋賀県議会への策定状
況の報告を行い、議決、策定される予定です。
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センター・オブ・
イノベーション（COI）プログラム
本学担当
研究部 BKCリサーチオフィス
URA（リサーチ・アドミニストレーター）山田 涼馬

主な連携先
オムロンヘルスケア（株）、東洋紡（株）、パナソニック（株）、
（株）
東大阪スタジアム、大和ハウス工業（株）、花王（株）、東急不動産
（株）、
（株）日立製作所、滋賀医科大学、順天堂大学、東郷町施設
サービス（株）（
、株）ニッピ、
（株）ウェルネスメディカル研究所

活動期間

主な活動地域・場所

2013年度から現在

BKC、
大阪いばらきキャンパス、
順天堂大学、
草津市

活動内容
本プログラムは、運動の生活カルチャー化を目的に「運動したくなるような先端技術の
研究開発および事業化」を目指す、産学連携型の研究開発拠点事業です。立命館大学、順
天堂大学、企業11社が2021年度までに革新的な技術の事業化を目指しています。
具体的には、空間価値を変える新しいスポーツ健康技術（スマートウェア技術、空間シェ
アリング技術、運動誘導／継続技術）と、寝たきりゼロを目指す「ロコモの見える化と予防
法の開発」を行っています。「運動」を媒介に「スポーツ・運動」と「医療」の両側面か
ら健康を維持・増進し、全ての人々をアクティブな状態へ誘導したり、人々の時間と空間を
共有して「日本の誇るべき絆社会」を実現するために日々研究や事業化に向けて取り組

「健幸フェア」ACTIVE5評価システム、
スマートウェア

んでいます。
【ロコモとは】
少子高齢化先進国としての我が国の活力を維持し、持続的に発展するために、国民一人
ひとりが、高齢世代に達した後も、健康かつ生涯現役でその能力を発揮し、自己実現ととも
に社会に貢献できる健康や環境の向上を図ることが重要です。病気や加齢に伴い、移動能
力が低下する「ロコモティブシンドローム」
（以下、
ロコモ）は、
メタボリックシンドローム（内
臓脂肪型肥満）症候群の悪化やサルコペニア（加齢性筋萎縮）を経て発症し、認知機能
低下とともに、負の連関のもと、寝たきり、要介護状態に至る主因となっています。
「健康しがマルシェ」
ACTIVE5

これまでの成果
滋賀県草津下の健康・運動系のイベントに出展しました。
11月には、
「健幸フェア」にて、
ロコモ予防のためのエクササイズ「ACTIVE5」の採点
をすることができるシステムの体験をしていた多くの方に御参加頂きました。
同じく11月に「健康しがマルシェ」にて、ACTIVE5のステージ披露を行いました。参
加者の皆さんとともに体操を行いました。

今後の課題・目標
今後も、運動を通じた多世代交流の場を提供することに焦点を置くとともに、草津市との
連携を更に深めるとともにアーバンデザインセンターびわこ・くさつのような、大学・企業・
市民・行政が交流できる場において、地域住民と健康・運動に関する情報交換を実施して
いきたいと考えています。加えて、
「おえかきんでん」や「ACTIVE5」といったグループ
で行う運動エクササイズを実施することで、多世代交流を促進してまいります。
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甲賀市史跡紫香楽宮跡地域活用支援事業
本学担当
BKC社系研究機構／経済学部
教授 高屋 和子

主な連携先
甲賀市

活動期間

主な活動地域・場所

2018年2月から
現在

甲賀市

活動内容
甲賀市では、史跡紫香楽宮跡の永続的な保護と次世代への継承を目的とした整備活用
計画を策定しています。
この計画を前提として、史跡の保全と地域振興を両立させるために、地域自治会や市民
が主体となった「史跡を核にしたまちづくり」を推進するため、必要な基礎的データの収
集と目的達成の活用プランを構築するための事業に取り組んでいます。
これらを実現するため、地域住民との意見交換、住民ワークショップの開催、無作為で選
択した住民へのアンケート調査をおこないました。
また、立命館大学のゼミ学生による甲賀市民との交流や聞き取り調査も行っています。

第2回雲井地域・CI戦略策定会議
（ワークショップの様子）

これまでの成果
2017年度に実施した地域での聞き取り調査やワークショップ、アンケート調査から、地
域全体の目標や目的が明確でないため、これまで地域の様々な取り組みに統一感や満足感
が乏しく、参加者からは「イベント疲れ」の声が聞かれ、地域の活動に積極的な参加が得に
くくなっていることが明らかになるとともに、人口減少による地域社会の活力低下等も課題
になりつつあります。
そのため、最初に地域住民と行政、経済学部教員や学生（黒川ゼミ）の三者が協働して
ワークショップを開催し、地域のCI戦略作りに取り組みました。

第3回雲井地区まちづくりの目標策定に
向けたワークショップ（1）

この議論の中で、地域住民の皆さんが将来像や目標を共有し、今後の取り組みや活動に
つなげていくことを目指しています。
また、地元住民の方には、学生が参加することで議論が活発化し、様々な意見を出して頂
くことができましたし、学生にとっても地域の課題を発見し、住民の方とともにその解決策
を探る、良い経験を得ることができました。

今後の課題・目標
今後はCI戦略の策定とその戦略の地域社会への発信、共有、CI戦略に基づいたまちづく

第3回雲井地区まちづくりの目標策定に
向けたワークショップ（2）

りの議論を行っていきます。
特にこの事業では史跡の永続的保全と史跡を核にしたまちづくりの両立が課題になって
おり、貴重な歴史資産を地域の資源として生かしたまちづくりの事例や取り組みを研究し、
当地域のまちづくり議論と実践を支援していきます。

第3回雲井地区まちづくりの目標策定に
向けたワークショップ（3）
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滋賀県防災カフェ
本学担当
総合科学技術研究機構・防災フロンティ
ア研究センター 名誉センター長・
理工学部 教授 深川 良一

主な連携先
滋賀県防災危機管理局

活動期間

主な活動地域・場所

2016年度から現在

滋賀県危機管理センター
および滋賀県内支所

活動内容
「防災カフェ」は、地震や風水害など県民の関心の高い自然災害やリスクについて、専門
家をゲストとして迎え、司会者（ファシリテーター）との会話を通して解説するイベントで、
滋賀県防災危機管理局と立命館大学防災フロンティア研究センターが連携して実施してい
ます。目的は地域住民の防災意識を高めることです。事業は毎月1回の開催が原則であり、
そのうち6、7回は防災フロンティア研究センターより話題提供者が派遣されています。主
な話題は地震及び地震災害、豪雨・台風災害、耐震構造等です。防災カフェの大きな特徴
は1時間程度の話題提供の後、予め配布した質問シートを集め、それらの質問に対して話題
提供者が時間をかけて回答するというものです。質疑応答の時間が30分〜1時間に及び、

司会を務められる深川 良一先生

出席者の満足度が高いのが大きな特徴です。

これまでの成果
研究成果を分かりやすく社会に還元していくことは大学教員にとって大変重要です。こ
うした意味で「防災カフェ」は、参加教員（話題提供者やファシリテーターとして）にとっ
ても意義深いものです。話題提供した内容が一般市民に受け入れられるものであるか、直
接確認できる良い機会です。また、防災カフェには高校生もたびたび参加しています。彼
らの防災に対する意識を直接確認できるため、そういう意味でも有意義であります。一方、
滋賀県防災危機管理局にとって本学の関与は重要です。頻発する自然災害とどう向き合っ
ていくかは自治体にとって大変重要な政策課題であり、防災対策を検討する際、本学に防災
の専門家が多数存在することは安心感をもたらしています。実際多くの研究者が県や大津
市などの自治体の防災関連委員会等のメンバーを務めています。防災カフェに関しては、
専門的見地からの防災の話を一般市民に分かり易く説明できていることはおそらく県の防
災関連事業の推進にとっても大きな意味を持っているものと考えます。

今後の課題・目標
「防災カフェ」への参加は今後も継続する予定であるが、2年間滋賀県危機管理センター
のみで実施されたため、参加者が近隣の住民にやや固定される傾向がありました。したがっ
て、今後は高島や彦根など滋賀県内の支所レベルでの事業展開が必要だろうと考えていま
す。
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ボランティア体験プログラム「ぼらいち。」
本学担当
サービスラーニングセンター
学生コーディネーター

主な連携先
オリーブ

活動期間

主な活動地域・場所

2014年度から現在

草 津 市立まちづくりセン
ター

活動内容
本プログラムは、①ボランティア活動参加の機会を提供すること、②参加することで社会
問題へ意識を向ける機会、③ボランティア活動の楽しさを感じてもらうこと、
を目的として実
施しています。
8月4日、18日のプログラムでは、月2回、草津市立まちづくりセンターで日本語教室を
実施されている「オリーブ」で活動を受け入れていただきました。「オリーブ」は、在住外
国人を支援すること、及び日本人と外国人の相互理解を助長し国際交流に寄与することを
目的として活動しています。今回の活動では、日常会話の練習をされている外国人の方々
の日本語学習のサポートをしました。

日本語教室での活動（1）

これまでの成果
本プログラムは、
ボランティア活動に関心はあるものの、一歩を踏み出せない学生に向け
て、ボランティア活動への参加の機会を提供しています。2006年度から続くプログラム
で、これまで230名以上の学生が参加し、今年度は6団体で計12回の活動に、のべ54名
の参加の機会を提供しました。
また、本プログラムの企画運営はサービスラーニングセンターの学生スタッフである「学

日本語教室での活動（2）

生コーディネーター」が主体となって行っています。同じ学生の立場から、参加がしやすい
団体や活動の選定を行い、地域と学生をつなぐ役割を担っています。

今後の課題・目標
これまで、学生が地域や社会問題を知る機会を提供すること、ボランティア活動の裾野を
広げることについて実績を積み重ねてきました。今後も継続していく中で、新たな活動先
となる団体や地域の開拓、また、本プログラムへの参加を機に、継続的にボランティア活動
へ参加する学生が増えることを目指してプログラムの展開を進めて行きたいです。

日本語教室での活動（3）
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学生主催によるSDGs体験型イベント
「Sustainable Week」の開催
本学担当
立 命 館 大 学Sustainable Week実 行
委員会（2018年度学びのコミュニティ
集団形成助成金採用団体）

主な連携先
滋賀県、
草津市、
立命館地球環境委員会

活動期間

など

主な活動地域・場所

2017年4月から
現在

滋賀県、
草津市、
BKC

活動内容
SDGs（Sustainable Development Goals）は、国連が2015年に採択した17個
の目標と169個のターゲットからなる2030年までの持続可能な開発目標です。当団体
では、
立命館大学の団体や専門の異なる学生などがそれぞれ自分たちの得意な分野を活か
してSDGsの達成に向けた課題解決に取り組みました。この取り組みをキャンパスで実践
するためのイベントとして行ったのが「Sustainable Week」です。
2017年10月に第1回目を開催し、2018年10月に第2回目を開催しました。昨年に
引き続き、今年度の「Sustainable Week 2018（以下「本イベント」）」にも多くの団
体が参加しました。また、メイン企画として、朝日新聞社主催の「大学 SDGs ACTION!

大看板と街灯旗

AWARDS」でグランプリを獲得した、
「誰一人取り残さない」をテーマに作った「宗教の
違いを超えて誰もが食べることができるSDGsカレー」を販売し、2番の“飢餓をゼロに”
を達成目標として取り組みました。さらに、10月の本イベントに向けたプレイベントや
SDGs勉強会を定期的に開催し、大学の内外を問わず学外からの参加者も交えてSDGsに
ついての理解を深めました。

これまでの成果

花王こども環境絵画展

「Sustainable Week」では、大学生が実際にSDGsの17個すべての目標に取り組ん
だことが評価されました。29の学生団体が参加し、約600名の学生が企画・運営に携わり、
延べ約2,300名の方々にご来場いただきました。本イベントの開催初日には特別企画と
して「知事・副総長と考える私たちのミライ」と題したパネルディスカッションを実施しま
した。また、この日は日曜日で休日でもあったことから、学生だけではなく地域の方を含め
社会人も多く参加して盛り上がりを見せました。
今年度は滋賀県・大津市・草津市や花王株式会社様からの後援・協賛をいただき注目を
集め、本イベントの開催前には複数の新聞社から取材を受け紙面に掲載されました。開催
中にはびわ湖放送（BBC）からの取材もあり、「Sustainable Week」についての認知
度向上への成果が得られたと考えています。

誰一人取り残さないSDGsカレー企画

今後の課題・目標
SDGs体験型イベント「Sustainable Week」を継続して実施していくために、来年度
はSDGsを実践する多くの企業との連携や、SDGsに取り組む若者の姿を他の若者に発信
するキャラバン活動に加えて、今年度に引き続きSDGs勉強会を定期的に開催してSDGs
の認知度を向上させたいと思います。また、SDGsへの取り組みをより多くの地域で持続
可能なものにしていくためには、滋賀県にとどまらず全国へ活動の範囲を広げることが必
要です。そのために必要なSDGsリーダーの育成に尽力し、SDGs仲間を増やしコミュニ
ティを拡大したいと考えています。
60

知事・副総長と考える私達のミライ

学生の課外自主活動

立命の家
本学担当
立命の家実行委員会、
BKC学生オフィス

主な連携先
草津市内を中心とした小学校

活動期間

主な活動地域・場所

2001年度から現在

BKC

活動内容
立命の家は、BKC近隣の小学生を対象としたイベントで、毎年夏にBKC内にて開催して
います。これまで、主に学術系の課外自主活動団体によって組織された実行委員会が「も
のづくり」「情報」「英語」といった学習の体験企画を実施してきました。18回目となる
2018年度はテーマを「キミが完成させるキミだけの夏休み」として、参加する小学生に
「今まで知らなかったこと」
「知らなかったモノ」
「新しい発見や体験」を体験してもらえるよ
うな企画を考えました。
〜完 成した作品〜「ブルブルカー」
「ファンタ
ジーcup」
「オリジナル飛行機」

これまでの成果
8月23日（木）
〜24日（金）の2日間、小学生129名・保護者64名にご来場いただき
ました。学生は、BKCのプロジェクト団体や学術系団体など計13団体の実行委員と、企画
運営スタッフなど総勢87名が参加しました。各団体が企画を用意し、団体企画にご参加い
ただき、昼食や交流会のレクリエーションを通じて小学生と大学生が親睦を深めました。
【2018年度参加団体】
将棋研究会、立命館コンピュータクラブ（RCC）、ロボット技術研究会、RiG＋＋、音響工学
研究会、FB＋1、Ri-one、飛行機研究会、ライフサイエンス研究会、R.D.C.（立命館ダンス
サークル)、草津天文研究会、E.S.S.（英語研究会）
、写真研究会

「立命の家2018 〜キミが完成させるキミだ
けの夏休み〜」を開催

今後の課題・目標
ここ数年の応募数の増加に応じて、2018年度は定員を120名から150名程度に増や
したものの200名を超える応募があり、施設条件や受入体制、安全対策の観点から適正規
模にするために抽選・選考を行いました。後日、実行委員会では当日までの準備や当日の
運営に関して、様々な課題やそれに対する対策について意見交換を行いました。大勢の小
学生の引率・誘導や各団体企画の進行をより安全かつ円滑に行えるよう、また、引き続き多
くのみなさんに喜んでいただけるよう取り組んでまいります。

上段：開会式、将棋研究会、RCC／中段：ロボット技術研究会、
RiG＋＋、音響工学研究会／下段：FB＋1、交流会1、交流会2

上段：交流会3、交流会4／中段：ライフサイエンス研究会、草
津天文研究会、Ri-one／下段：R.D.C.、飛行機研究会、閉会式
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学生の課外自主活動

碁石海岸観光まつり
本学担当
災害復興支援室、
学生オフィス

主な連携先
岩手県大船渡市

活動期間

主な活動地域・場所

2013年度から現在

岩手県大船渡市碁石海岸

活動内容
東日本大震災の翌年、本学は岩手県大船渡市と災害復興に向けた連携協力に関する協
定を締結しました。以降、教育・研究を通じて復興支援における様々な連携を進めてきまし
た。本取り組みもその中のひとつで、大船渡に春を告げるお祭り「碁石海岸観光まつり」
に本学の課外自主活動団体を派遣し、東北地方ではあまり見られないステージパフォーマ
ンスを披露する等をして参加・協力しています。2018年度で6回目となりました。

これまでの成果

碁石海岸観光まつり
運営サポートに有志の学生1名が初参加

5月4日（金・祝）
・5日（土・祝）に開催され、モダンジャズバレエ部とバトントワリング
部が「立命館大学復興応援ステージ」にて演技披露を行い、有志の学生は海産物販売を
お手伝いするなどして、会場の盛り上がりに華を添えました。バトントワリング部の山科真
菜さん（スポーツ健康科学部3回生）からは「パワーを届けるつもりで来た私たちのほうが、
たくさんのパワーをもらった。もっともっと完成度の高い演技をみなさんに届けられるよう
に、
これからもがんばりたい」との声が寄せられました。

今後の課題・目標

上段：モダンジャズバレエ部、下段：バトント
ワリング部

2018年度現在、大船渡市の復興は7割ほど進行しているとのことですが、進んだなかで
も、あるいは進んだからこそ新たな課題が出てくることも考えられます。そこで2018年2・
8月には、学生十数名が大船渡市に約1週間滞在し住民へのヒアリング等の調査を行い、課
題抽出とその対策を考える「大船渡まちづくりプログラム」を実施しました。今後も大船
渡市への学生派遣が、大船渡市の復興を後押しし、かつ学生の学びと成長に資する取り組
みとなるよう努めます。

大船渡市在住校友との交流会
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学生の課外自主活動

高島ワークキャンプ
本学担当
共通教育課
サービスラーニングセンター

主な連携先
高島市社会福祉協議会

活動期間

主な活動地域・場所

2010年度から現在

滋賀県高島市

活動内容
高島ワークキャンプは、社会福祉法人高島市社会福祉協議会の協力のもと、滋賀県の湖
西側に位置する高島市の中山間地域を中心に、主に冬の雪かきなどの活動を通して過疎地
域の現状理解や、その地域の暮らしを体験する宿泊型のボランティア活動です。BKCのみ
ならず、全キャンパスの大学生・大学院生を対象に募集しています。
地域の方々との交流を通して過疎高齢化が進む地域の問題や高島の魅力を学び、地域
で活動する意義を見出していきます。現地の地域課題解決に向けて取り組むことで、地域
で活動することへの動機づけとなることを目的としています。

お世話になった地域住民の方を招いた交流会

これまでの成果
2010年度より開始し、これまで延べ200名以上の学生が参加しました。開始から8年
を迎える現在では、地域の方からの活動への期待も高まりつつあり、地域との信頼関係を
深めています。
現地では豪雪地域や過疎高齢化が進む地域の現状を知り、雪かきなどの活動を通して多
くのことを学んでいます。活動中に行うふりかえりでは、活動での気づきなどを共有するこ
とにより、視野の広がりや新たな価値観を知ることができ、地域活動のおもしろみを知った

高島に移住した卒業生から話を聴く学生

り、継続参加のきっかけになっているといえます。
本取組みの運営には、
サービスラーニングセンターの学生スタッフである「学生コーディ
ネーター」が携わっています。当日の活動のみならず、事前に顔合わせや打ち合わせを行
う中で、地域と学生をつなぐ役割を担っています。

今後の課題・目標
ワークキャンプへの参加は、地域への関わりを深めて行くための最初のきっかけに過ぎ
ません。お世話になった地域に再び足を運んだり、発見した地域課題についてさらに学び
を深めたりするなど、参加した後のアクションへの機運を参加者間で高めていくことを目指

地域のサロンで高齢者とアクティビティに
参加する学生

していきます。

中学生に大学での学びについて紹介する学生
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地域交流

ルシオール アートキッズフェスティバル
本学担当
BKC学生オフィス

主な連携先
守山市／守山市教育委員会

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

立命館守山中学校・
高等学校

活動内容
ルシオール アートキッズフェスティバルとは、2012年から守山市で開催している文化・
芸術イベントです。市内各所でクラシックコンサート、軽音楽ライブ、屋台・マルシェ、パ
フォーマンス、ワークショップなどを守山市民のみならず、全国からの来場者に楽しんでい
ただいています。
立命館守山中学校・高等学校も会場のひとつとなっており、2015年以降、立命館大学
の学生団体も出演・出展の依頼を受けて参加するようになっています。
ルシオール 有 志の学生4名が運営委員とし
て企画段階から初参加

これまでの成果
開催日の5月13日（日）はあいにく雨模様でしたが、延べ3,900名もの来場がありま
した。立命館守山会場では、プロの演奏家によるスクールキオスク（演奏会）、近隣の文化
施設等によるアート体験プログラムや、トルコ文化交流プログラム（守山市は2020年東
京パラリンピック・トルコ選手団のホストタウン）などに並んで、学生によるマジックの館、
ふれよう鉄道ワールド、
ロボットでミッション達成！のパフォーマンスも好評でした。
2018年度は鉄道研究会、奇術研究会マジックプレイヤーズ、Song-genics（アカペラ）
が昨年に続き参加し、新たにライフサイエンス研究会、ロボット技術研究会も参加しました。
また、今年初めて、有志の学生が企画段階から運営委員として関わり、当日はあいにく雨模
様のなかでも会場運営に奮闘しました。
【2018年度参加団体】
Song-genics（アカペラサークル）、奇術研究会マジックプレイヤーズ、鉄道研究会、
ロボッ
ト技術研究会、
ライフサイエンス研究会

今後の課題・目標
昨年に続き参加したマジックプレイヤーズからは「学園祭以上に多くのお客さんを相手
にするので、スキルアップにつながった」などのコメントが得られました。守山市事務局の
方々からは「大学生のお客様への対応が親しみやすい感じで良かった」
「会場を盛り上げて
くださった大学生の功績は大きいと思います」などの感想・意見をいただきました。
次年度は、メイン会場が立命館守山中学校・高等学校から市立体育館になり、また市立
体育館以外での学生パフォーマンス要望が守山市事務局より挙げられているので、臨機応
変に対応していく必要があります。
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上段左：奇術研究会マジックプレイヤーズ、上
段中：ライフサイエンス研究会、上段右：鉄道
研究会、下段左：ロボット技術研究会、下段右：
Song-genics

地域交流

第8回 みなくさまつり
〜「えん」でつなぐ みなみくさつ〜
本学担当
学生団体、BKC地域連携課

主な連携先
第8回みなくさまつり実行委員会（草津
市、近隣町内会・まちづくり協議会、草津
商工会議所、草津青年会議所等）
、ビブリ
オバトル実行委員会、
草津市教育委員会

活動期間

主な活動地域・場所

2011年 度 から 現 在
（くさつビブリオバト
ルは2013年度から）

JR南 草 津 駅 西 口 特 設 会
場、フェリエ南草津市民交
流プラザ

活動内容
本イベントはびわこ・くさつキャンパス（BKC）の最寄り駅である南草津駅付近を会場
として実施されました。南草津の愛称である「みなくさ」での「祭り」ということでみな
くさまつりと呼ばれています。今から7年前の2011年3月に南草津駅に新快速列車が停
車することを記念するまつりとして始まりました。
今年は以下の3つの会場が設けられ、
どの会場も大いに賑わいました。
○第一会場：ステージでのパフォーマンス披露と地域ブースや学生企画ブースなどの出店
○第二会場：草津市の食材を使用し健幸をテーマにした飲食ブースの出店

オープニングでのパフォーマンス

○第三会場：くさつビブリオバトルの開催（フェリエ南草津 市民交流プラザ）
また、例年フェリエ南草津で行われていた、くさつビブリオバトルの表彰式を第一会場の
ステージで行いました。

これまでの成果
毎年立命館ブースと題して学生がテントで体験型サロンを実施しますが、今年は本学の

学生ブースの様子

「Sustainable Week実行委員会」が5つの学生団体を取りまとめ、参加学生が一丸とな
り各団体の特徴を生かした「持続可能な開発目標（SDGs）」を体験できるサロンを実施
することができました。
ステージでは、市民バンドやキッズチアなど草津市在住の有志の団体が草津市やみなく
さまつりをキ ーワードに会 場を盛り上げました。 本 学からもカラーガードサ ークル
LUSTER、
ΣSpirits Jazz Societyと多国籍音楽サークル「出前ちんどん」が出演し、子
どもたちに大変好評でした。
ビブリオバトルは、大会をJR南草津駅東口に位置するフェリエ南草津の市民交流プラザ

練り歩きながらちんどんを演奏する学生

で実施し、今年度から表彰式を第一会場のステージで執り行いました。これにより第一会
場の来場者を交えてビブリオバトルの表彰を祝う場となりました。また、第二会場で実施さ
れた健康メニューグランプリの表彰式もステージで執り行われたので、各会場がつながりを
持ち、みなくさまつりの一体感が増しました。

今後の課題・目標

みなくさまつりの第二会場風景

みなくさまつりは2万人近くの来場者があり、地域の人から新たに草津市に移住された
人まで大変多くの人で賑わいます。今後もみなくさつりに参画する団体を増やし、より多く
の地域の人の間で絆を深める場となるようにしていく必要があると感じました。
南草津駅周辺は本学学生の下宿の場所であり、南草津駅は通学する学生の最寄り駅で
もあることから、いつもお世話になっているという気持ちを忘れず、学生が祭りに積極的に
参画できるようにコーディネートを進めていきたいと思います。
学生ブースに参画した学生の集合写真
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地域交流

BKC近隣地域のまつり（笠山ふれあい夏まつり、
野路サマーフェスティバル、玉川萩まつり）
本学担当
学生団体、BKC地域連携課

主な連携先
笠山町内会、
野路町内会、
玉川学区まちづくり協議会

活動期間

主な活動地域・場所

2013年度以前から
現在

笠山ふれあい広場、蓮池
グラウンド、草津市立玉川
小学校

活動内容
BKCの近隣自治会では、地元の人が集い賑わいを見せるまつりがたくさんあります。本
学からは、日ごろの課外活動を生かし祭りを盛り上げるために多くの学生団体が祭りに参画
しています。
【野路サマーフェスティバル（2018年8月11日（土）実施）】
本イベントは来場者数が2,000人規模に至る野路町内会のまつりの一つで毎年蓮池グ
ラウンドで行われています。今年は本学から「PEACE（立命館大学音楽サークル）」が
浴衣での音楽演奏を行い、「R.D.C.（立命館ダンスサークル）」がヒップホップダンスを披
露し、
「meRci（立命館大学料理サークル）」が模擬店として冷やしパインと焼き鳥を販売

野路サマーフェスティバル

しました。
【笠山ふれあい夏まつり（2018年8月18日（土）実施）】
本夏祭りはコンパクトな会場ながら毎年楽しみにしている住民で賑わい、来場者と運営側
の距離が近く「ふれあい」を大切にしている祭りです。例年参加している「和太鼓ドン」
と「RitsBBS」の他、学友会から「特別事業部」が協力し、
「体育会アメリカンフットボー
ル部」は子ども向けのアメフト体験やパンサーズ紹介ブースを運営しました。
【玉川萩まつり（2018年10月27日（土）実施）】
本まつりは玉川小学校で実施され、子どもから高齢の方まで大変幅広い年代の人が集う

笠山ふれあい夏まつり

祭りになっています。「meRci（立命館大学料理サークル）」模擬店にてだしかけごはん
を販売し、
「BLENDERS（立命館大学チアダンスサークル）」が体育館でチアダンスを披
露しました。

これまでの成果
地域の祭りに学生が参画することによって、若年層の祭りの参加を促し、祭りに新鮮さを
もたらす役割を果たすことができると感じました。
学生は普段あまり関わることのない地域の人と協力しながら祭りを運営していく中で、地
域の人の優しさや温かさを感じます。地域の人たちに支えられながら日々、
学生生活を送っ
ていることに気づくことができる良い機会になっていると思います。
このような地域の祭りへ学生の参画は、学生の課外活動に対する主体性を高めるととも
に、
日々の活動の成果を発表する場としてふさわしい場であるといえます。

今後の課題・目標
BKCの近隣地域のまつりは、学生が自然に輪の中に溶け込むような形で参画できていま
す。このような関わり方を今後も継続して行っていくことが大事であると感じます。学生
団体は毎年代替わりし、祭りに参加するメンバーも変わります。地域に根ざした課外活動の
姿勢を次代にもしっかり引き継ぎ、いつもお世話になっている地域の方々に貢献しながら学
びを深められるようにしていきたいです。
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玉川萩まつり

地域交流

新宮神社例祭
本学担当
BKC国際教育センター（BKC国際課）、
BKC地域連携課

主な連携先
野路町内会

活動期間

主な活動地域・場所

2010年度以前から
現在

草津市野路町周辺

活動内容
BKCの近隣に位置する草津市野路町にある新宮神社は、本殿が重要文化財に指定され、
水門は膳所城の二の丸水門を移築した歴史と由緒ある神社であり、野路の守り神と言われ
ています。本神社では、毎年5月3日に「新宮神社例祭」が執り行われ、野路町の住民の
方から留学生をはじめとする本学学生の参加を呼びかけていただいています。実際に野
路町の人と神輿を担ぐことができる本行事は、留学生にとって日本の文化を身近に感じるこ
とができます。
力を合わせて神輿を担ぐ様子

これまでの成果
初めて参加したインドネシアやウズベキスタンの留学生はまずその神輿の重さに驚いて
いました。そして、この重い神輿を参加者全員で声を出しながら担ぐことによって生まれる
一体感に新鮮さを感じ、
ここでしか体験できない喜びを参加者と分かち合いました。
グローバル化の進行が進む今後の社会において国際理解の場を拡大していくことが求
められています。本企画は他の国・地域の人が日本の文化について体験活動を通してより
詳しく知ることができる大変有意義な機会となっています。
掛け声で活気付く様子

今後の課題・目標
神輿担ぎという貴重な体験に、留学生をはじめとする学生の参加を積極的に呼びかけて
くださるので、少しでも多くの学生が参加できるように広報活動に力を入れていきたいと思
います。具体的には参加した学生の感想などを集めて募集のときに掲載し、神輿担ぎの良
さをまずは身近に感じてもらえるところからはじめていきたいと思います。

集合写真
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第64回草津市駅伝競走大会
本学担当
男子陸上競技部、
スポーツ強化オフィス、
BKC地域連携課

主な連携先
草津市駅伝競走大会実行委員会、
公益社団法人草津市スポーツ協会、
草津市教育委員会

活動期間

主な活動地域・場所

2010年度以前から
現在

BKC

活動内容
2019年1月13日（日）びわこ・くさつキャンパス（BKC）のBKCクインススタジアム
（陸上競技場のグランド）と学内道路をコースにして第64回草津市駅伝競走大会が開催
されました。今年は天候にも恵まれ穏やかな陽気の中での大会となりました。
本大会は、第1部に中学生の部、第2部に一般の部、第3部に小学生の部そしてオープン
で小学生以上の個人が参加できるミニマラソンの部の全4部で構成され、幅広い年齢層の
ランナーがエントリーします。
第1部、2部とオープンはBKCの広い土地を生かしたコースとなっており、ランナーは学
内道路を駆け巡ります。第3部はクインススタジアムとその周辺道路をコースとして実施

一般の部のスタートの瞬間

されますが、コースがこぢんまりしている分、白熱した応援が飛び交います。応援するラン
ナーの保護者や知人はBKCクインススタジアムを縦横無尽に駆け巡めぐり、少しでも近く
からランナーを応援するので、オープンの部はクライマックスにふさわしい盛り上がりとな
りました。

これまでの成果
大学の構内で実施される駅伝大会ということで、参加者はあまり構えることなく気軽に参

学内を颯爽と走るランナー

加できる印象を受けました。また、BKCの広い土地を生かしたコースは他のキャンパスで
は難しくBKCだからこそ実現できた大会であるといえます。
学内での実施とはいえ、コース設営にかかる一方通行の車両通行規制や入講車両の誘
導など、草津市のボランティアの方々や本学の男子陸上競技部の部員がコースの随所に立
ち、接触事故やランナーの妨害が起きないように懸命に誘導をしてくださっています。本
大会が円滑に実施できるようにするため、毎年コース設営や誘導方法を改善し、安全に配慮
した運営に力が入れられています。

今後の課題・目標

ユニホームを着て走る
オープン参加の子どもたち

本大会は大学構内で駅伝大会が実施されるという点が特徴的であります。また、駅伝大
会の参加者には温かい豚汁が振舞われます。これらを踏まえて、今後は本学の学生団体が
BKCクインススタジアムにブースを設け、温かい飲食の提供や健康増進のサロンの実施も
考えられます。今後も大会をさらに盛り上げていけるように、大学としてバックアップを行っ
ていきたいと思います。

コースの誘導を行う陸上部の部員
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南笠東学区地域のパネル展
本学担当
学生団体、BKC地域連携課

主な連携先
南笠東学区まちづくり協議会

活動期間

主な活動地域・場所

2017年から現在

滋賀銀行南笠支店

活動内容
南笠東学区の地域のパネル展は、地域の姿を展示し観察してもらうことを通して、地域の
人々がいろいろな事業に参加しやすくすることを目的に立案されました。本取り組みの実
現に向けては、草津市の「がんばる地域応援交付金事業」の認可によって得られた交付金
を生かし、専用のパネルを作成するところから始まりました。
パネルには、テーマに沿って地域の学校や企業・施設から集められた写真が展示されま
す。テーマは1ヶ月から2ヶ月の期間で入れ替わるようにし、本学は「秋のキャンパス」のテー
マの期間に写真研究会、美術研究部（BKC）、書道部と琵琶湖漫画研究会（RBM）の作

滋賀銀行南笠支店に設置されたパネル

品が展示されました。
また、南笠東学区まちづくり協議会の川瀬善行会長からは、
「この企画を継続できている
背景には、地域の学校や企業・施設が写真や作品などを募集する窓口となって支えてくだ
さっているところがあります。立命館大学さんには、とても感謝をしています。」というお
言葉をいただきました。

学生の作品を眺める来客者

これまでの成果
作品を出展させていただいた学生団体の中には、広く外部に日々の取り組みの成果を発
表できる機会が少なかったという意見がありました。地域のパネル展は特定の人を対象と
した展示会でなく、広く地域の人たちに向けた展示会であるといえるので、より多くの人に
学生の作品を観賞してもらえる良さがあります。さらに、自身で製作した作品を地域貢献
に役立たせることができるのは、製作意欲の向上にもつながり、大変ありがたく思うという
意見もありました。

写真研究会の展示

今後の課題・目標
南笠東学区では、市民参加型事業の推進に力が入れられています。地域の人が気軽に
いろいろな事業に参加できる仕掛けづくりに本学の学生を巻き込みながら企画を進めてく
ださっています。それぞれの取り組みの趣旨や目的を学生と共有し、一体感を持って地域
の活動に参画していきたいと思います。
書道部の展示（中央）

琵琶湖漫画研究会（左）美術部（右）の展示
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滋賀県留学生懇談会
本学担当
BKC国際課

主な連携先
滋賀県生活衛生営業指導センター

活動期間

主な活動地域・場所

2006年度から現在

滋賀県内にある大学

活動内容
2019年1月29日（火）、びわこ・くさつキャンパスにて、留学生を対象に日本の節分を
テーマとした恵方巻き調理イベントが開催されました。本イベントは、滋賀県旅館ホテル生
活衛生同業組合をはじめとする団体の協力のもと実施され、本学を含む滋賀県内3大学か
ら15ヶ国の留学生32名が参加しました。参加した留学生は、プロの料理人による恵方巻
きの美しさに感動、自らも海苔巻きに挑戦しました。最後は参加者全員で今年の恵方（東
北東）に向かって、調理した海苔巻きを丸かぶりしました。
料理人によるデモンストレーション

これまでの成果
本交流イベントは、滋賀県生活衛生営業指導センターと滋賀県旅館ホテル生活衛生同業
組合の協力のもと実施しており、本学びわこ・くさつキャンパスでの開催は2018年度で4
年目となります。協力者の滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合は団体のビジョン「人に
やさしい地域の宿づくり」に基づき、今回は日本伝統文化をテーマにした調理体験イベント
を実施されました。
参加した留学生からは「料理人の方から伝統料理の作り方を教えて頂く貴重な機会と
なった」、
「初めて節分を知り、日本の魅力を再発見した」といった感想が寄せられ、留学生

参加者が調理したお料理

の日本の伝統文化・食文化への興味関心を高める、参加者同士が和やかに交流する企画と
なりました。

今後の課題・目標
滋賀県生活衛生営業指導センターおよび滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合のみなさ
まと実施する企画は、本学だけでは実施することが難しい企画（たとえば、衛生管理が難し
いお寿司の調理、和食料理人による飾り切り体験）が多く、留学生にとっても非常に貴重な
経験ができる内容となっています。本物の日本文化を知る機会ですので、今後も引き続き
取り組んで参りたいと思います。
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国際寮 Balloon World
本学担当
BKC国際課（BKCインターナショナル
ハウス レジデント・メンター）

主な連携先
大津市松が丘4、
5、
6丁目自治会

活動期間

主な活動地域・場所

2012年度から現在

BKCインターナショナル
ハウス

活動内容
2018年9月1日（土）、BKCインターナショナルハウスにて、国際交流イベント「バルー
ンワールド（Balloon World）
」が開催されました。
この企画は、BKCインターナショナルハウスに住むレジデント・メンター（以下、RM）
が外国人留学生と地域の方との交流を目的に実施したものです。地域のお子さんからお
年寄りまで気軽に楽しめるよう、また外国人留学生と交流しやすいよう、風船を使ったレクリ
エーションを行いました。
レクリエーションを楽しみながらも、様々な国籍の留学生と交流することができた地域住
民の方からは「今後もこのようなイベントを実施頂きたい」と次回の実施を期待する感想

Balloon Worldの様子（1）

を頂戴することができました。

これまでの成果
本企画には、地域住民の方18名、寮生（RMを含む）14名の計32名の参加がありまし
た。
地域住民の方はお子様を連れての参加が多く、子どもたちにとって風船を使ったゲーム
やうちわ作りは大変面白かったようでした。
風船を使ったゲームでは、参加者同士が懸命に声を掛け合う場面が多く、年齢や国籍を
問わず一丸となってゲームを楽しむ様子が見受けられました。
また、うちわアートでは参加者が思い思いのデザインを施し、世界に一つだけのオリジナ
ルのうちわを作りました。
様々な国籍の外国人留学生と交流した小学生の参加者からは「これからもっと英語の勉
強を頑張りたい、次回は外国人留学生と英語で話したい」といった感想が寄せられました。

Balloon Worldの様子（2）

今後の課題・目標
BKCインターナショナルハウスは地域に開かれた国際寮として、地域のみなさまと寮生
が相互理解・コミュニケーションを図れるよう、様々な企画を実施しています。
今後も、地域交流イベント等を通じて、身近な国際寮と認識頂けるよう取り込んでいきた
いと考えています。
Balloon Worldの様子（3）
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体育会スクールガード（南笠東小、志津南小）
本学担当
体育会アメリカンフットボール部、
体育会男子バスケットボール部、
BKC地域連携課

主な連携先
草津市立南笠東小学校、草津市立志津南
小学校、南笠東学区スクールガード活動
（学校安全ボランティア）の皆様

活動期間

主な活動地域・場所

2017年度から現在

南笠東小学校、
志津南小学校の通学路

活動内容
本スクールガード活動は、
体育会の学生が児童を見守り、
児童が安心感を持って学校に登
校できるようにするために実施しています。今年度は体育会アメリカンフットボール部の部
員の他に体育会男子バスケットボール部も一緒に参加しました。
活動時間は児童が登校する午前7時から午前8時頃の時間帯で実施されています。ス
クールガードに参加する学生たちは児童の通学路の中でも交通量の多い高架下交差点や
車道に面している校門前など、安全面を考慮した方がよいと思われる場所に立ち、登校する
児童に元気にあいさつをしながら安全を見守ります。

横断歩道で見守る様子

これまでの成果
この取り組みはびわこ・くさつキャンパスで活動する体育会の部員たちが、いつもお世話
になっている地域の方々の役に立ちたいという思いから始まりました。これからも地域の
人からの応援と共に部活動に邁進してくために継続的に活動できる体制を整えました。学
業・部活動と両立させながら定期的にスクールガードが実施できるように努めています。

交通量の多い通学路で児童を見守る様子

他にも、児童に気さくに話かける体育会の学生は、小学校の子どもたちに大変人気があ
ります。スクールガード以外の場所でも子どもたちは体育会の学生に声をかける場面があ
り、地域との交流が本活動を超えて広がっているといえます。

今後の課題・目標
体育会の部は、地域の人と共に部活動を進めていくことを目標にしています。今年度、体

笑顔で児童にあいさつをする様子

育会男子バスケットボール部がスクールガードに新たに参加しましたが、他の部活動にも広
く地域貢献活動に参加してもらえるようにしていきたいです。

大学生のお兄さんに声をかける児童たち

アメフト部（前列）男子バスケットボール部（後列）
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南笠東学区清掃活動
本学担当
学生団体（女子陸上競技部、男子陸上
競技部、ラクロス部（女子））、BKC地域
連携課

主な連携先
南笠東学区まちづくり協議会

活動期間

主な活動地域・場所

2017年度から現在

狼川河川公園・周辺道路

活動内容
2018年7月8日（日）びわこ・くさつキャンパス（BKC）の近隣地域に位置する南笠
東学区の狼川河川公園を拠点に南笠東学区まちづくり協議会の方々と河川、公園や周辺道
路の清掃活動を行いました。
本清掃イベントの参加者は350人に上り、除草作業を行うチームと「まち歩きキャラバ
ン隊」として周辺道路のゴミを拾うチームに分かれて実施されました。
本イベントは第1部を清掃活動とし、第2部では本学体育会の学生による競技パフォーマ
ンスやクイズ大会も開催されました

同じグループの地域の人と話す学生

これまでの成果
日常生活で歩いている道に思った以上にゴミが転がっていることへの驚きや広範囲に及
ぶ清掃活動の苦労を地域に住む多くの人と共感しながら取り組むことができました。参加
者が一丸となって清掃活動に臨むことで、
単に公園や道をきれいにするだけの活動にとどま
らず、自分たちの住む町をよりよくきれいにしていくことの大切さを考えさせられる良い機

公道でのゴミ拾いの様子

会になりました。
第2部では学生の課外活動の報告や競技を実演する時間が設けられており、地域の人と
学生との交流をさらに深めることができました。体育会の学生は日々熱心に取り組む部活
動の成果報告をすることができたと共に、競技の実演を通して地域の人たちを楽しませる
ことができたのは、今後の部活動への励みになったと思います。

集めたゴミを分別する様子

今後の課題・目標
参加した学生は、本イベントを通して地域の方々に支えられているという実感を持つと共
にこのような企画を立案してくださった南笠東学区の皆様に感謝しています。今後は学生
が主体となって地域の方々を巻き込みながら、よりよい交流ができるような企画について
も考えていきたいと思います。

女子陸上部キャラバン隊スタートの様子

第2部のラクロス体験の様子
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ラグビークリニック
本学担当
体育会ラグビー部

主な連携先
大阪ラグビースクール

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

BKCグリーンフィールド

活動内容
体育会ラグビー部ではラグビーをもっと身近なものに感じてもらうことを目的として、毎
年京滋地区のラグビースクールに通う小中学生を対象としてBKCグリーンフィルードや小
中学校でラグビークリニックを実施しています。クリニックでは選手と一緒にボールを使う
体験会やレクレーション等を行っています。また、選手が実際にトレーニングに使用してい
るバーベルを持ってみるなど普段あまり体験できないことに触れる機会を設けています。
タックルを体験する様子

これまでの成果
今年で5回目を迎えますが、大学のラグビー部を知ってもらう貴重な機会であり、
また、子
供たちと交流することができる場として大切にしている取組みです。ラグビースクールに
通う小中学生を対象にしてラグビークリニックを実施していますが、子供たちだけでなく参
加している部員自身も改めてラグビーの楽しさを感じることができる企画となっています。
参加者数は毎年100人以上にのぼるため、当日の安全面の確保等、企画内容を検討するプ
ロセスを通じて、自分自身の成長も感じられる貴重な機会となっているといえます。このよ
うな活動を通じて多くの方にクラブの存在を知ってもらい、また、大学の試合にも足を運ん
でいただきクラブを応援していただくことにもつながっています。

参加者全員による集合写真

今後の課題・目標
ラグビーはその他スポーツに比べるとマイナー競技ですが、このような取組みにより裾
野を広げていきたいと思っています。また、2019年にはラグビーワールドカップが日本で
開催される予定で、この企画を通じて実際にラグビーを体験することによりもっと身近に感
じてもらいたいと思っています。また、
これらの取組みを通じて部員自身も人間的に成長を
し、地域の方に一層応援されるチームを目指しています。
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関西ラグビーフェスティバル
本学担当
体育会ラグビー部

主な連携先
関西ラグビーフットボール協会

活動期間

主な活動地域・場所

2015年度から現在

滋賀県立長浜ドーム

活動内容
関西ラグビーフェスティバルは、日本ラグビーフットボール協会及び関西ラグビーフット
ボール協会主催により、関西協会エリア（北陸・東海・近畿・中国）一円でのタグラグビー
の普及を目的として毎年長浜市で開催されています。「タグラグビー」とは、ラグビーから
タックル等の接触プレーを取り除いた子供から大人まで楽しめる安全なスポーツです。本
学ラグビー部員は毎年ゲストとして参加し、子供たちに教える中でタグラグビーまた、ラグ
ビーの楽しさを伝えています。
フラッグをつかむ瞬間

これまでの成果
毎年5名ほど部員がゲストとして参加していますが、大学ラグビー部の紹介を通じてラグ
ビーの魅力を伝えるとともに、タグラグビーの指導をおこなっています。参加者は毎年
300人をこえ、立命館大学ジュニアラグビーアカデミーに所属している児童もいます。フェ
スティバルの中では、実際に一緒にボールを触ったり、蹴ったりして楕円のラグビーボール
競技の楽しさを伝えています。試合形式でのタグラグビーには部員も参加しますが、児童
と一緒に取組むことにより、改めてラグビーの魅了を感じることができます。
参加者と部員が競いあう様子

今後の課題・目標
2019年はラグビーワールドカップが日本で開催され、ラグビーへの関心が高まっていま
す。その他球技に比べるとまだまだマイナーなスポーツであるラグビーですが、この取組
みへの参加を通じて、あらゆる世代の人に親しんでほしいと思っています。そのために、継
続して取組みを続けたいと思っています。
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合宿先でのふれあい活動
本学担当
体育会ラグビー部

主な連携先
特別養護老人ホームはくちょう

活動期間

主な活動地域・場所

2007年度から現在

北海道北見市

活動内容
毎年シーズン開幕前の8月に北海道北見市で夏季強化合宿をおこなっていますが、合宿
地の近くにある特別養護老人を毎年慰問しています。合宿のお昼休憩を利用して、限られ
た時間の中ですが高齢者と交流をおこなっています。部員20名とマネージャー2名が参
加し、
ピアノにあわせて歌を歌ったり、風船を使って体を動かしたりしています。

これまでの成果

部員と参加者の交流風景

入居者の中にはご高齢の方もいらっしゃいますが、孫と同じくらいの年齢で、
またコンタク
トスポーツならではの体格の学生たちの訪問により一緒になって体を動かし、参加者の中に
は「元気をもらった」ととても喜ばれ毎年訪問を楽しみにして頂いている方もいらっしゃい
ます。部員達も合宿の合間をぬっての参加になりますが、時にはつらいメニューもある中、
高齢者の笑顔やお礼の言葉により、新たな気持ちで合宿に臨むことができています。

今後の課題・目標

部員によるデモンストレーション

部員の中には将来の進路として介護分野を考えている者もおり、クラブ活動を通じた縁
でこのような機会に接する事ができるのは、部員の人間的な成長の部分にもにつながって
いるといえます。この縁を大切にして、今後も取組みを続けていきたいと思っています。

風船を使って交流する様子（1）

風船を使って交流する様子（2）
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ラグビー講習会
本学担当
体育会ラグビー部

主な連携先
草津市スポーツ協会

活動期間

主な活動地域・場所

2016年度から現在

草津市野村運動公園

活動内容
体育会ラグビー部では毎年1回立命館小学校を訪問して、タグラグビーの指導を行って
います。ラグビー部では、BKCグリーンフィールドで開催するラグビークリニックや、ゲスト
参加する関西ラグビーフェスティバルなど、様々なかたちで小中学生への指導を行ってい
ますが、
附属校である立命館小学校を訪問し、
大学のクラブを知ってもらい、
ラグビーをもっ
と身近なものに感じてもらえるよう活動を続けています。
小学生と一緒に走る部員の様子

これまでの成果
ラグビーまたはタグラグビーの部員が小学生に教えることにより、日頃あまりなじみのな
いラグビーの魅力を感じてもらえる貴重な機会となっています。また、小さい頃からラグ
ビーに触れることにより、将来大学に入って競技をやってみようと考える機会にもつながっ
ていると思います。

今後の課題・目標

小学生に指導する様子（１）

2019年はラグビーワールドカップが日本で開催される予定で、ラグビーへの関心が高
まっていますが、その他球技に比べるとまだまだラグビーはマイナースポーツです。こう
いった草の根的な活動への参加を通じて、あらゆる世代の人にもっとラグビーを身近に感じ
てほしいと思っています。そのために、継続して取組みを行っていきます。

小学生に指導する様子（２）

小学生に指導する様子（３）
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草津少年少女陸上教室
本学担当
体育会男子陸上競技部等

主な連携先
草津少年少女陸上教室

活動期間

主な活動地域・場所

2007年から現在

BKC

活動内容
草津少年少女陸上教室（草津JAC）は草津市の小学生3年生から6年生を対象にした
陸上教室で、走る、跳ぶ、投げるという基本動作を身につけ、子供たちの新たな可能性を引
き出す活動を主としています。毎月2回、立命館大学のクインススタジアムで開催されて
います。クインスが男子陸上競技部の活動拠点であること、また、部員の中にはこの教室
のOBもいることなどから、大学生部員が指導等をおこなっています。
教室OBの大学生

これまでの成果
草津少年少女陸上教室は今年で11年目を迎えます。草津市ではチャンレジスポーツ
データKUSATSUジュニアフェスティバルなど児童を対象とした様々なスポーツイベント
が開催されており、
スポーツを身近に感じられる機会が多くあります。そのような中で走る、
跳ぶ、投げるという基本動作を楽しく学ぶことのできる当該陸上教室は、小さい頃から生涯
スポーツを続ける習慣を養うことができる取組みといえます。その児童たちに大学でもス
ポーツを競技として続けているクラブの部員が指導をおこなうことは、スポーツの裾野を広
げることに寄与しているといえます。
教室参加者

今後の課題・目標
びわこ・くさつキャンパスはスポーツ健康科学部もあり、陸上競技部の部員による指導だ
けではなく、学部の知見を活用した取組み等、可能性を秘めています。今後も地域の一層
のスポーツ振興に寄与できるよう取組みを継続していきたいと思っています。

教室参加者の活躍の様子
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Ritsレガッタ
本学担当
体育会ボート部

主な連携先
瀬田漕艇クラブ

活動期間

主な活動地域・場所

2005年度から現在

琵琶湖漕艇場

活動内容
体育会ボート部では体育会所属以外の学生への課外自主活動の還元および地域の方々
に湖上スポーツの楽しみを味わって頂くきっかけづくりを目的として、毎年「Ritsレガッタ」
を開催しています。地域の方や学生で構成された4人1組のクルーと部員が一体となり、
琵琶湖漕艇場で300mのレースを競います。レース終了後は、マネージャーが準備をした
おむすび、豚汁を配布し地域住民同士や学生間の交流を図っています。
スタート前の様子（1）

これまでの成果
2018年に14回目を迎えたRitsレガッタは、毎年参加を楽しみにしている地域住民の方
もおられ、また、部員がよく利用する近隣企業の方からも協賛をいただくなど、地域の恒例
行事として認知されつつあります。また、本学の相撲部やカヌー部、ヨット部などその他体
育会クラブの部員も参加しクラブをこえた交流をおこなっています。このような活動を通
じて、地域住民との交流はもちろんのこと、開催まで準備を通じて日頃の練習では直面する
ことのない課題の解決を求められることもあり、学生自身の成長につながる貴重な機会に

スタート前の様子（2）

なっています。

今後の課題・目標
湖上スポーツはその他スポーツに比べるとマイナースポーツではありますが、Ritsレガッ
タのような活動を通じて地域の皆さんにボートをもっと身近なスポーツとして感じていただ
きたいと考えています。また、体育会クラブの学生だけでなく、クラブに所属していない本

相撲部部員のスタート前の様子

学学生にも参加をしてもらい、クラブの活動を知ってもらう機会をしたいと思っています。
そのことによりクラブをもっと応援してもらいスポーツを通じて大学ひいては地域全体を盛
り上げていきたいと考えています。

地域住民で構成されたチーム

毎年恒例の集合写真
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2020年東京パラリンピックに向けた
ゴールボール合同合宿・国際強化試合
本学担当
スポーツ健康科学部、産業社会学部、男
子バスケットボール部、男子陸上競技
部、BKC地域連携課

主な連携先
日本ゴールボール協会、トルコゴールボー
ル協会、
滋賀県、
守山市

活動期間

主な活動地域・場所

2017年度から現在

BKC

活動内容
2018年5月2日から5月6日まで、びわこ・くさつキャンパスで、
トルコ、ロシア、中国、日
本の4か国のゴールボールチームの合同合宿 兼 国際強化試合が行われました。
これは、滋賀県守山市が2020年東京パラリンピックにおいてトルコチームのホストタウ
ンとなるため、同市のホストタウン事業の一環としてトルコゴールボール協会との連携で企
画されたものです。
加えて、今回の合宿強化試合は、滋賀県および日本ゴールボール協会も加えた共同開催
であり、本学は滋賀県ならびに守山市とも包括協定を締結していることから、本企画に協力

NHKで生中継された日本女子対トルコ女子の試合（写真は日本側）

しました。2017年にびわこ・くさつキャンパスでゴールボール男子日本代表選手強化合
宿が実施されたのに続く、
ゴールボールに関わる連携事業です。

これまでの成果
各国の選手らは、BKCエポック立命21で合宿を行い、5月3日、4日、6日はBKCスポー
ツ健康コモンズで交流試合が行われました。5日にはBKCジムで8試合が行われ、日本女

試合の様子（トルコ側）

子対トルコ女子の試合がNHK（Eテレ）
で生中継されました。約350名の来場者の皆様は、
初めて観るゴールボールの迫力に感動し熱心に観戦されていました。また第2アリーナで
は、県民の皆様を対象にパラリンピックの紹介ブースや、ゴールボールの他にボッチャ、フラ
イングディスクの体験ブースが設けられ、多くの方々が楽しんでおられました。

今後の課題・目標

迫力ある試合を間近で観戦

4日間の交流試合において、スポーツ健康科学部、産業社会学部、体育会男子バスケット
ボール部、体育会男子陸上競技部（長距離チーム）の学生らが審判補助（サイドラインジャッ
ジ）のボランティアとして関わりました。
バスケットボールの2倍の重さのボールがわずか6mの距離の間を時速70kmで転がり、
それを鈴の音だけで全身で止めにかかる技に学生らは驚いていました。
また、今回ボランティアを経験したことから、学内で試合を開催しゴールボールの普及に
関わっていきたいと言う学生もいました。
5日間の交流の中で、パラスポーツを観る、支える活動ができたことは、本学のスポーツ

ゴールボール・ボッチャ体験ブース

を学ぶ学生らにとって貴重な経験となりました。今後もこのような機会を設けていきたい
と思います。

パラリンピック紹介ブース
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正課の活動
プロジェクト名

主な連携先

活動期間

経済学部
准教授 髙野 剛

草津市健康福祉部長寿い
きがい課

2015年度から現在

BKC

福祉分野における人手不足問題を、学生
のチョボラ（ちょこっとボランティア）
で解決しようとする課題解決型学習とし
て取り組んでいる。

経済学部
准教授 髙野 剛

社会福祉法人 しあわせ
会（特別養護老人ホーム
や わ ら ぎ 苑、 障 害 福 祉
サービス事業所むつみ
園）

2015年度から現在

草津市

滋賀県中小企業家同友会、
大津市、草津市との共同講
義
P.12

立命館大学経済学部の講義（キャリアデ
ザイン、インターンシップ、国内調査実
習）への講師派遣、インターンシップお
よび国内調査のフィールド提供。

経済学部
教授 松本 朗

滋賀県中小企業家同友
会、大津市、草津市

2015年度から現在

BKC、滋賀県

長浜市まちづくり役場誘導
型観光マップ作り

長浜市の中心市街地は黒壁スクエアを中
心に地域住民によるまちづくりが成功し
た事例として有名で、ここでは中心市街
地への観光客を郊外へと誘導する手作り
の観光振興マップを地域住民とともに作
成・ 更 新 し て い る。2018年6月 に は、
JICA開 発 大 学 院 構 想 の ひ と つ の プ ロ
ジェクトとして、この観光マップを教材
にまちづくりを学ぶstudyツアーを実施
した。

経済学部
教授 黒川清登

長浜市NPO法人 まちづ
くり役場

2016年度から現在

長浜市

経済学部
教授 黒川 清登

甲賀市 信楽 雲井地区 自
治振興会

2017年度から現在

甲賀市

P.14

甲賀市の信楽には、西暦745年に我が国
の都が置かれた記録があり、近年それを
裏付ける資料が発掘されて話題となって
いる。そこで甲賀市では、その中心とな
る雲井地区の自治会とともに、かつてこ
の地に都が存在したことを地域資源とし
て、「都あかり」などのイベントを学生
のアイデアも取り入れ企画、実施してい
る。この取り組みは中日新聞（9月14日）
にも取り上げられた。

共通教育推進機構
サービスラーニングセン
ター
講師 宮下 聖史

公益財団法人草津市コ
ミュニティ事業団、草津
市国際交流協会、滋賀県
琵 琶 湖 保 全 再 生 課、
2018年度
NPO法 人 寺 子 屋 轍、
UDCBK、湖南市国際協
会、社会福祉法人ご縁会
等

BKC

P.15

大学と地域を往復することで得られる学
び方を学ぶ科目であり、「学習者」であ
ると同時に、地域に暮らす「生活者」で
ある視点で、世の中の仕組みと自分の関
わり方を見つめ直すことを目指してい
る。地域で活動する多様なゲストを招く
ことで、地域や社会との出会いの場と
なっていることもこの科目の特徴であ
る。

共通教育推進機構
サービスラーニングセン
ター
講師 宮下 聖史

草津市商工観光労政課、
草津街あかり・華あかり・
2010年度から現在
夢あかり実行委員会、く
さねっこ

草津市

P.16

1回生から参加できる「サービスラーニ
ング」の演習科目。地域におけるイベン
トやプロジェクトの現場に参加し、単な
る「お手伝い」から活動の「担い手」と
なるべく活動する。

共通教育推進機構
サービスラーニングセン
ター
講師 宮下 聖史

瀬田の森夕涼みフェス
2018実行委員会、草津の
元気と自慢土産つくり
隊・くさねっこ、ヨシネッ
トワーク・まるやまの自
然と文化を守る会

2018年度

BKC、大津市、
草津市、
近江八幡市

P.17

個々の作業を担う「グループ」ワークか
ら、各々の役割を果たす「チーム」ワー
クの視点で、現場と大学とを往復してい
く実践的な演習科目。「問いを問い直す」
「結果から成果を紡ぎ出す」習慣をつけ
ることで、現代を生きる市民の自覚と責
任感を養う。
PBL（Project Based Learning） の
手法とサービスラーニングの手法を効果
的に組み合わせ、自己と社会の未来を構
想・設計する演習型科目。実践家等との
協働（コラボレーション）によって、組
織マネジメント（マーケティング・企画
立案・工程管理・予算管理等）に携わり、
高度な議論から感性を研ぎ澄ましてい
く。

共通教育推進機構
サービスラーニングセン
ター
講師 宮下 聖史

NPO法人 しがいち防災
研究所

2018年度

BKC、草津市

琵琶湖や琵琶湖に密接に関わった地域文
化を実際に体験する滋賀県の事業であ
る。2015年9月に施行された「琵琶湖の
保全及び再生に関する法律」により、
「国
民的資産」であると位置づけられた琵琶
湖の価値や直面する課題について県内で
学ぶ学生に知ってもらうことを目的とし
ている。

共通教育推進機構
サービスラーニングセン
ター
講師 宮下 聖史

滋賀県琵琶湖保全再生課

2016年度から現在

長浜市

社会的な問題解決のための働き方を知る
ことを目的としたインターンシップであ
り、主に非営利団体を受け入れ先として
いることが本科目の特徴である。省察と
互恵を鍵とするサービスラーニングの手
法を重視して実施している。

共通教育推進機構
サービスラーニングセン
ター

草津市国際交流協会

2018年度

草津市

認知症サポーター養成講座

P.10

福祉社会の担い手を育てる

P.11

P.13

甲賀市雲井地区の紫香楽宮
を活用した地域活性化

地域参加学習入門

シチズンシップ・
スタディーズⅠ

シチズンシップ・
スタディーズⅡ

ソ ー シ ャ ル・ コ ラ ボ レ ー
ション演習

P.18

湖 上 で 学 ぶ！ 琵 琶 湖 体
感・体験クルーズ

P.19

全学インターンシップ
（草津市国際交流協会）

P.20
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活動内容
厚生労働省が「オレンジプラン」と「新
オレンジプラン」で推進している「認知
症サポーター」の養成講座を開催。

担当部課・担当者

主な活動地域・場所

正課の活動
プロジェクト名

活動内容

担当部課・担当者

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

体育的行事の企画運営や体育科学習の指
導補助等に関わる中で、行事運営や学習
指導の方法および実践理論についての見
識を深める研修プログラム。

スポーツ健康科学部
准教授 上田 憲嗣・
講師 和田 由佳子

草津市教育委員会

2012年度から現在

草津市

甲賀食の観光サイト運営プ
ロジェクト

食マネジメント学部1期生が、甲賀市と
の協力協定の下、食を中心とした甲賀市
の魅力を発見し、それを取材して発信し
ていくプロジェクト。

食マネジメント学部
准教授 小沢道紀

甲賀市農業振興課

2018年度から現在

甲賀市、BKC

環 び わ 湖 大 学・ 地 域 コ ン
ソーシアム・地域課題解決
支援事業「地域と学生が協
力して考える廃校（休校）
の活用方策」

甲賀市土山町山内地区および鮎河地区に
おいて廃校となった小学校・保育所の活
用方策を地域と協力して検討、提案する。

食マネジメント学部松原
研 究 室 ／ BKC地 域 連 携
課

甲賀市役所総合政策部政
策推進課、山内自治振興
会、鮎河自治振興会

2018年度から現在

甲賀市土山町山
内地区および鮎
河地区

志摩市官学連携助成事業

三重県志摩市浜島町において地域経済振
興の基礎資料となる店舗調査を行い、地
域経済マップを作成する。これにもとづ
いて浜島町の地域振興策を提案する。

社会連携課／食マネジメ
ント学部松原研究室

志摩市政策推進部総合政
策課、浜島町まちづくり
委員会

2017年度から現在

三重県志摩市浜
島町

インターンシップ

USF Sports Campの企画、予算計画、
資金管理、自治体への協力依頼、参加者
募集、メディア対応といった一連の過程
から事業運営のノウハウを学び、非営利
団体である立場からスポーツマーケット
を考えることで関係各所の立場や役割を
理解する。

スポーツ健康科学部
教授 種子田 穣

一般財団法人 UNITED
SPORTS
FOUNDATION

2015年度から現在

草津市
BKC

インターンシップ

市民啓発事業の企画立案、実施及び事業
評価までを実地に体験し、行政における
社会貢献の考え方やそれを実現するため
のアプローチ方法を習得する。

スポーツ健康科学部
教授 真田 樹義

大津市保健所

2015年度から現在

大津市

インターンシップ

農の体験（地産農産物の栽培や収穫）＋
食の体験（調理実習）を通じ食の大切さ
について学ぶ。

スポーツ健康科学部
教授 海老 久美子

ファーマーズ・マーケッ
ト おうみんち＆大阪ガ
ス株式会社

2015年度から現在

守山市

インターンシップ

実習を通して、高齢者の身体的・精神的
特徴や各サービスの概要を理解する。

スポーツ健康科学部
教授 真田 樹義

特定非営利活動法人 ゆ
うらいふ

2012年度から現在

守山市

インターンシップ

鉄棒やとび箱の経験の浅い或いは比較的
得意でない子どもたちに対し、直接指導
を行い、体育指導者として必要な資質を
習得するサポートをする。

スポーツ健康科学部
教授 長積 仁

公益財団法人 京都
YMCA

2011年度から現在

京都市

インターンシップ

公式戦後期最終戦やイベント企画実施の
企画準備段階から当日の運営までに関わ
り、広報・営業・会計などイベント一連
に関わる運営補助を行う。

スポーツ健康科学部
教授 種子田 穣

株式会社わかさ生活 女
子プロ野球事業部 京都
フローラ

2015年度から現在

京都市

インターンシップ

クラブにおけるイベント等の運営補助を
行い、活動を通して社会人として必要な
コミュニケーション能力を身につける。

スポーツ健康科学部
教授 種子田 穣

NPO法人 バニーズ京都
SC

2012年度から現在

京都市

インターンシップ

小学生バドミントン全国大会の企画運
営、公共スポーツ施設の管理運営、総合
型地域スポーツクラブの育成支援など行
なっている。

スポーツ健康科学部
教授 長積 仁

公益財団法人 長岡京市
体育協会

2013年度から現在

長岡京市

全学インターンシップ

正課科目の全学インターンシップ

サービスラーニングセン
ター

社会福祉法人 びわこ学
園医療福祉センター野洲

2008年度から現在

野洲市

全学インターンシップ

正課科目の全学インターンシップ

サービスラーニングセン
ター

特定非営利活動法人 碧
いびわ湖

2013年度から現在

草津市

全学インターンシップ

正課科目の協定型全学インターンシップ

キャリア教育センター

草津市

2005年度から現在

草津市

全学インターンシップ

正課科目の協定型全学インターンシップ

キャリア教育センター

大津市議会

2014年度から現在

大津市

全学インターンシップ

正課科目の協定型全学インターンシップ

キャリア教育センター

ダイトロン株式会社

2018年度から現在

栗東市

全学インターンシップ

正課科目の協定型全学インターンシップ

キャリア教育センター

株式会社レオパレス21

2016年度から現在

草津市

草津市教育委員会
サービスラーニング（専門）

P.21

P.22
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教育連携
プロジェクト名

活動内容

リツクラ
（Ritsumeikan Class）

課外自主活動団体が小学校に出向き、
日頃の活動を活かして出前授業を実
施 し 小 学 生 と 交 流 す る 取 り 組 み。
2018年度は、R.D.C.（立命館ダンス
サークル）
、国際ボランティアサーク
ルTOM SAWYER、 飛 行 機 研 究 会、
ライフサイエンス研究会、草津天文
研究会、男子バスケットボール部の6
団体が参加した。

主な連携先

活動期間

BKC学生オフィス

草津市立志津南小学校

2009年度から現在

草津市

ブラック企業対策の労働
法教育と労働基準監督官
の仕事紹介
P.24

厚生労働省から現役の労働基準監督
官にお越しいただき、ブラック企業
に就職したり、ブラックバイトの被
害に遭わないための労働法教育を実
施。

経済学部
准教授 髙野 剛

厚生労働省京都労働局
総務部総務課人事係／
NPO法人 CaPSAY

2017年度から現在

BKC

スポーツ健康科学部
教授 伊坂 忠夫

日本学術振興会

2010年度から現在

BKC

P.25

最先端の「スポーツ健康科学」の成
果をもとに、小学生高学年のときに
知っておくべき「身体の動かし方」
について学ぶとともに、運動と遺伝
子の関係、運動の楽しさ、科学研究
の奥深さを実感いただくことを狙い
に行っている。

ひらめき★ときめきサイ
エンス

総務部社会連携課
専任職員 久保 裕之

草津市教育委員会

2011年度から現在

草津市内各所

P.26

市内の公立小学校4 〜 6年の漢検受検
を側面支援するべく、
「漢字の楽しさ」
を体験できる講座を開催。また小学
校への訪問授業も行っている。
スポーツ健康科学について最先端の
機器、施設を利用し、この分野をリー
ドする研究者による測定実習・講義、
ならびに参加者全員のグループワー
クを通じて、理論と実践を通じた学
びを体感して頂くことを狙いに行っ
ている。

スポーツ健康科学部
教授 伊坂 忠夫

立命館大学スポーツ健
康科学会、立命館大学
総合科学技術研究機
構、立命館大学スポー
ツ健康科学研究セン
ター

2011年度から現在

BKC

草津市教育委員会、草津市小学校体
育連盟と連携し、草津市における小
学校児童及び中学校生徒の体力向上
並びに体育授業改善に向けた取り組
みを行っている。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智・
准教授 上田 憲嗣

草津市教育委員会及び
草津市小学校体育連
盟、草津市中学校体育
連盟

2015年度から現在

草津市小中学校

びわこ・くさつキャンパス内の自然
緑地で、生きものに出会う観察会を、
小学生（4年生以上）を対象に実施し
た企画。

BKC地域連携課（実施
協力：中外テクノス株
式会社）、理工学部 樋
口 能士 教授、環境サー
クルReco.lab

BKC近隣小学校

2018年度から

BKC内自然緑地

食とスポーツを育む会

滋賀県内にある中学高校のスポーツ
指導者が中心となり、スポーツをす
る子供たちの食事を考え、各々が実
践しているノウハウを学び、発信し、
子供たちを強く、大きく育てていこ
うという主旨の地域活動。

スポーツ健康科学部
教授 海老 久美子

滋賀県内の中学校・高
等学校運動指導者及び
生徒保護者

2011年度から現在

BKC

体育教員の資質向上・指
導力強化事業（武道等指
導充実・資質向上支援事
業）

滋賀県教育委員会から依頼を受け、
滋賀県内の高等学校における体育授
業改善に向けた取り組みを行ってい
る。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智
准教授 上田 憲嗣

滋賀県教育委員会

2015年度から現在

BKC、滋賀県教
育委員会

茨木市子どもの体力向上
プロジェクト

茨木市教育委員会と連携し、茨木市
における小学校児童及び中学校生徒
の体力向上並びに体育授業改善に向
けた取り組みを行っている。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智
准教授 上田 憲嗣

茨木市教育委員会

2012年度から現在

BKC、茨木市教
育委員会

茨木市教育研究会小学校
体育部 体育授業研究

茨木市教育研究会小学校体育部と連
携し、茨木市における小学校体育授
業改善に向けた取り組みを行ってい
る。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智
准教授 上田 憲嗣

茨木市教育研究会小学
校体育部

2012年度から現在

BKC、茨木市立
小学校

高槻市教育研究会小学校
体育部 体育授業研究

高槻市教育研究会小学校体育部と連
携し、高槻市における小学校体育授
業改善に向けた取り組みを行ってい
る。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智
准教授 上田 憲嗣

高槻市教育研究会小学
校体育部

2013年度から現在

BKC、高槻市立
小学校

堺市教育委員会・堺市初
等教育研究会体育部 体
育授業研究

堺市教育研究会、堺市初等教育研究
会体育部と連携し、堺市における小
学校体育授業改善に向けた取り組み
を行っている。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智

堺市教育委員会、堺市
初等教育研究会体育部
会

2016年度から現在

BKC、堺市教育
委員会

北九州市教育委員会 学
力・体力向上プロジェク
ト

北九州市教育研究会と連携し、北九
州市における小学校児童及び中学校
生徒の体力向上並びに体育授業改善
に向けた取り組みを行っている。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智
准教授 上田 憲嗣

北九州市教育委員会

2015年度から現在

BKC、北九州市
教育委員会

高知県高吾地区中学校体
育連盟 体育授業研究

高知県高吾地区中学校体育連盟と連
携し、高吾地区における中学校体育
授業改善に向けた取り組みを行って
いる。

スポーツ健康科学部
教授 大友 智
一貫教育部附属校教育
研究・研修センター長
友草 司

高知県高吾地区中学校
体育連盟

2016年度から現在

BKC、高知県高
吾地区中学校

滋賀県立草津養護学校高
等部校外学習受け入れ事
業

草津養護学校高等部の生徒が、スポ
－ツ活動を通して体を動かすことの
楽しさを感じるとともに、大学生と
交流することで社会経験を広げるこ
とを目的とした事業。

スポ－ツ健康科学部
教授 岡本 直輝

滋賀県立草津養護学校

2018年度から現在

BKC

P.23

草津漢字探検隊

スポーツ健康科学サマー
スクール
P.27
草津市体力向上プロジェ
クト
P.28
BKC生きもの発見隊
－虫好き集まれ！－
P.29
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担当部課・担当者

主な活動地域・場所

小・中・高連携
プロジェクト名

活動内容

担当部課・担当者

玉川小学校の6年生の児童がびわこ・く
さつキャンパスに来て、3つの特別授業、
学生との交流タイム、学内施設の見学や
学内食堂体験を通して大学とはどのよう
な所であるかを知り、キャリア形成につ
なげる取り組み。

薬学部 助教 正木 聡、情
報理工学部 西浦研究室、
AIOL 助 手 金 山 英 幸、
BKC地域連携課

草津市立玉川小学校

2015年度から現在

BKC

草津東高等学校との高大連
携プログラム

滋賀県下で唯一体育科を有する草津東高
校との高大連携プログラム。スポーツ・
健康に関わる科学的な知見を高校生段階
でまとめ、成果として発表する。

スポーツ健康科学部
准教授 上田 憲嗣・
講師 和田 由佳子

滋賀県立草津東高等学校

2012年度から現在

BKC

高大連携による地域の課題
解決学習

田辺市はインバウンド観光振興が盛んで
あり、田辺高等学校でも地方創生に貢献
できる人材育成に取り組んでいる。本学
部と田辺市は連携協定締結関係にあり、
地域課題解決学習を目的とした「総合学
習」に、経済学部教員が関わっている。

経済学部
准教授 峯俊 智穂

和歌山県田辺市企画広報
課／和歌山県立田辺高等
学校

2018年度から現在

和歌山県田辺市

学生がイベントの全てを担い協賛企業、
サッカー元日本代表の協力も得て、県下
児 童 養 護 福 祉 施 設 の 子 供 た ち を 招 き、
サッカーを通じて人々との繋がりの輪を
拡げるイベントを行った。

スポーツ健康科学部
教授 種子田 穣

滋賀県下のすべての児童
養護福祉施設・セレッソ
大 阪・ 一 般 財 団 法 人
United Sports
Foundation・ と ん か つ
まい泉

2018年度4月から
9月

BKC

京都府の優れた資質のあるジュニア選手
の発掘・育成を行うプロジェクトの委員
として、ジュニア選手の発掘・育成に貢
献している。

スポーツ健康科学部
教授 長積 仁

京都府教育庁指導部保健
体育課

2012年度から現在

京都市内及び
BKC

玉川小スペシャル授業
in BKC

P.30

P.31

P.40

「サッカーでつながろう」
プロジェクト

P.41
京の子どもダイヤモンドプ
ロジェクト

P.42

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

生涯学習支援
プロジェクト名

活動内容

健康寿命を延ばすために必
要な運動
P.43

公民館などで、健康寿命を延伸するため
に必要な運動についての説明とその運動
の実践方法を実施

スポーツ健康科学部
教授 家光 素行

宇治市教育委員会

2018年度

宇治市

健康ウォーキング

公民館で、健康寿命を延伸するための運
動の説明とウォーキングに関しての講習
会の実施

スポーツ健康科学部
教授 家光 素行

笠縫東学区まちづくり協
議会

2018年度

草津市

中高齢者向け筋力アップ運
動

中高齢者向けの運動プログラムをコモン
ズで実施し、科学的エビデンスに基づい
た運動プログラムや健康増進に関する情
報を発信

スポーツ健康科学部
教授 藤田 聡

参加対象：草津市内の中
高年者

2018年度から現在

BKCス ポ ー ツ 健
康コモンズ

大津市食品安全リスクコ
ミュニケーター育成講座事
業

BKC社系研究機構／食
マネジメント学部
准教授 小沢 道紀

大津市保健所、消費者庁、
滋賀県食肉衛生検査所、
有限会社岡喜牧場、滋賀
2016年度から現在
県農業技術振興セン
ター、株式会社ロッテ滋
賀工場

大津市

P.46

大津市民を対象とした食品安全リスクコ
ミュニケーターの育成講座（全13回）を
行う。座学のほか、事業現場での衛生管
理を見学することで意識の向上や理解を
深める。最終的には他の市民へ正しい情
報発信ができる人材を育成する。

BKC地域連携課

草津市教育委員会事務局
生涯学習課

1994年度から現在

BKC

P.47

草津市民をおもな対象とした、立命館大
学の知的資源を活用した大学の開放講
座。草津市教育委員会と共催する生涯学
習講座。

2018年度「びわ湖の日」連
続講座〜琵琶湖と人の様々
な関わり〜
P.48

7月1日「びわ湖の日」の関連事業として、
滋賀県と立命館大学との連携により、県
民の皆様や学生を対象とする連続講座。

BKC地域連携課

滋賀県 琵琶湖環境部 琵
琶湖保全再生課

2015年度から現在

BKC

健康バンドを使った高齢者
向けトレーニング

集会所や市民センターで、気軽にかつ効
率的に運動プログラムを実施したいとい
うニーズに応える健康バンドを使った高
齢者向けトレーニングを実施。

スポーツ健康科学部
教授 藤田 聡

玉川市民センター

2011年度から現在

玉川市民センター
他

健康バンドを使った高齢者
向けトレーニング

集会所や市民センターで、気軽にかつ効
率的に運動プログラムを実施したいとい
うニーズに応える健康バンドを使った高
齢者向けトレーニングを実施。

NPO法人 立命フィット
ネス研究会
スポーツ健康科学部
教授 藤田 聡

草津市立長寿の郷ロクハ
荘

2016年度から現在

草津市立長寿の郷
ロクハ荘

健康バンドを使った高齢者
向けトレーニング

集会所や市民センターで、気軽にかつ効
率的に運動プログラムを実施したいとい
うニーズに応える健康バンドを使った高
齢者向けトレーニングを実施。

スポーツ健康科学部
教授 藤田 聡

高島市健康推進課

2016年度から現在

安曇川保健セン
ター

健康バンドを使った高齢者
向けトレーニング

集会所や市民センターで、気軽にかつ効
率的に運動プログラムを実施したいとい
うニーズに応える健康バンドを使った高
齢者向けトレーニングを実施。

スポーツ健康科学部
教授 藤田 聡

小野ピンコロクラブ

2016年度から現在

小野市民センター

健康バンドを使った高齢者
向けトレーニング

集会所や市民センターで、気軽にかつ効
率的に運動プログラムを実施したいとい
うニーズに応える健康バンドを使った高
齢者向けトレーニングを実施。

スポーツ健康科学部
教授 藤田 聡

老上学区まちづくり協議
会

2018年9月

草津市立老上まち
づくりセンター

P.44

P.45

立命館びわこ講座

担当部課・担当者

主な連携先

活動期間

他

主な活動地域・場所

85

社会貢献活動
プロジェクト名

活動内容

志津学区住民アンケート
等調査特別委員会への参
画

「志津学区住民アンケート等調査特別
委員会」の委員・アドバイザーとして、
立命館大学共通教育推進機構の教員
が、事業に参画し、住民ワークショッ
プでの話題提供や調査の立案・分析
等を担っている。

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

共通教育推進機構
講師 宮下 聖史

志津まちづくり協議会

2018年度から現在

草津市志津学区

近隣地域の小学生を対象とした夏休
み期間の取り組み。身近な素材を用
いた科学実験ショーや科学工作体験
を提供し、小学生の理科に対する興
味・関心の向上に貢献。

ライフサイエンス研究
会

参加対象：BKC近隣の
子どもたち

2005年度から現在

BKC

BKC学生オフィス

草津市立少年センター

2018年度から現在

草津市立少年セ
ンター

P.51

草津市立少年センターあすくる草津
では青少年の非行防止ならびに健全
育成や、少年相談活動、少年補導活動、
有害環境の浄化等を推進する活動を
行っており、有志の学生があすくる
草津の運営サポート活動を実施して
いる。

P.52

地域が一体となって支えあう健康・
福祉のまちづくりを目指した各種事
業の推進

スポーツ健康科学部
教授 真田 樹義

甲賀市

2018年8月1日か
ら現在

甲賀市

危険ドラッグ等薬物の乱用の防止に
は、規制とともに啓発活動が重要で
あることから、関係機関（滋賀県、
（一
社）滋賀県薬剤師会、立命館大学薬
学部ほか）で実行委員会を立ち上げ、
薬物乱用防止の啓発事業（キャンペー
ン）に取り組む。

薬学部

危険ドラッグ等薬物乱
用防止啓発キャンペー
ン実行委員会

2015年度から現在

滋賀県内各所

滋賀県地域情報化推進会
議
P.54

滋賀県地域情報化推進会議の会長と
して、県のICT推進をとりまとめてい
た。

情報理工学部 教授（学
部長＝当時）
仲谷 善雄

滋賀県

2014年 度 か ら
2018 年 7 月 10 日
まで

滋賀県

滋賀県産業振興審議会

2015年策定の「滋賀県産業振興ビジョ
ン」が、第4次産業革命・Society5.0
の動き、就業構造の変化等の新たな
課題を踏まえ、改定されることになっ
た。審議会の委員として、その議論
や検討に参画する。

情報理工学部
特命教授（理事補佐・
学長特別補佐）
田中 弘美

滋賀県

2018年12月から
現在

滋賀県

P.49
わくわく！
Lab ！

サイエンス
P.50

少年の健全な成長のため
の支援活動

甲賀市
健康づくり事業

危険ドラッグ等薬物乱用
防止啓発キャンペーン
P.53

P.55

センター・オブ・イノベー
ション（COI）プログラ
ム「 運 動 の 生 活 カ ル
チャー化により活力ある
未来をつくるアクティ
ブ・フォー・オール拠点」

担当部課・担当者

運動を促す先端技術の開発及び事業
化を目指す産学連携型研究開発拠点。
第49回 草 津 宿 場 ま つ り、「 健 幸 フ ェ
ア」、「挑戦したいを応援する」運動
フェスティバルにて草津市との連携
を深めた。

研 究 部 BKCリ サ ー チ
オフィスURA（リサー
チ・アドミニストレー
ター）山田 涼馬

BKC社系研究機構／経
済学部
教授 高屋 和子

甲賀市

2018年2月 か ら
現在

甲賀市

P.57

史跡紫香楽宮跡地域活用計画に基づ
き、雲井地区の住民意識調査をした
うえで、地域、行政、大学の連携に
よるまちづくり目標と行動指針の策
定をおこなう。

立命館大学 総合科学技
術研究機構 防災フロン
ティア研究センター名
誉センター長 理工学部
教授 深川 良一

滋賀県防災危機管理局

2016年度から現在

滋賀県危機管理
センターおよび
滋賀県内支所

P.58

「防災カフェ」は、地震や風水害など
県民の皆様の関心の高い危機につい
て、専門家をゲストとして迎え、司
会者（ファシリテーター）との会話
を通して解説するイベントで、滋賀
県防災危機管理局により実施されて
いる。

P.56

甲賀市史跡紫香楽宮跡地
域活用支援事業

滋賀県防災カフェ
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オムロンヘルスケア
（ 株 ）、 東 洋 紡（ 株 ）、
パ ナ ソ ニ ッ ク（ 株 ）、
（株）東大阪スタジア
ム、 大 和 ハ ウ ス 工 業
（ 株 ）、 花 王（ 株 ）、 東
急 不 動 産（ 株 ）、（ 株 ） 2013年度から現在
日立製作所、滋賀医科
大学、順天堂大学、東
郷町施設サービス
（株）、
（株）ニッピ、
（株）
ウェルネスメディカル
研究所

BKC、OIC、 順
天堂大学、草津
市

健康いきいき21―健康し
が推進プラン

滋賀県内の生活習慣病対策の推進と
健康を支え守るための社会環境の改
善に向けた取り組み。

スポーツ健康科学部
教授 真田 樹義

滋賀県「健康いきいき
21」地域・職域連携推
進会議

2017年度から現在

滋賀県

志摩市プロジェクト

チッタスローの提案、GENとの協働
で外国人に対する町のプロモーショ
ン

食マネジメント学部
教授 石田 雅芳

志摩市役所

2018年度から現在

志摩市役所

山添村プロジェクト

株式会社梅守との協働で学生のイニ
シアチブによる町おこしプログラム

食マネジメント学部
教授 石田 雅芳

株式会社梅守

2018年度から

奈良県山添村

信楽焼フィレンツェへ

5月のフィレンツェ職人市への作品発
表

食マネジメント学部
教授 石田 雅芳

陶房 準

2018年度から

信楽町

社会貢献活動
プロジェクト名

活動内容

担当部課・担当者

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

高島アグリビジネス研究
会

高島市商工会、高島市の農林魚業事
業者とともに、高島の自然・文化資
源や農林水産資源を活用した農林漁
業と地域振興のための新たなビジネ
スモデルの可能性について検討。

食マネジメント学部
教授 新山 陽子
准教授 野中 朋美
准教授 鎌谷 かおる
准教授 吉積 巳貴

高島市商工会

2018年10月から
2019年2月

高島市商工会

京都市中央卸売市場食肉
市場パンフレットコンテ
ンツ制作企画

食マネジメント学部学生の知識や意
見を反映した市場紹介パンフレット
の制作。

食マネジメント学部
教授 新山 陽子

京都市中央卸売市場第
二市場

2018年11月から
2019年2月

京都市中央卸売
市 場 第 二 市 場、
BKC

2018年 度 立 命 館 大 学 食
総合研究センター シン
ポジウム「伝統食の革新
と地域ブランディング」

東京一極集中と地方の衰退が深刻な
問題となっている今日の日本におい
て、「食」で地域を活性化しようとい
う試みがさまざまな形で行われてい
る。本シンポジウムは、そうした状
況の下、食による地域振興のカギと
なる「地域ブランディング」の問題
に 焦 点 を 当 て、 そ の 理 論 的 考 察 と、
各地でのいくつかの事例紹介が行わ
れた。

立命館大学食総合研究
センター

2018年度から

BKC

食のソーシャルイノベー
ション研究会

少子高齢化・人口減少・単身世帯が
進んだ未来社会を見据え、住民の食
生活を支えるしくみを構築し、「食」
をキーワードとした地域コミュニ
ティづくりを目指す。

食マネジメント学部
教授 田中 浩子

草津市

2018年12月から
現在

草津市

京都レストランウィン
タースペシャル

京都のレストラン200店が2月に特別
メニューを作って観光客誘致を図る
事業。京都市、企業体などとともに
事業に協賛するとともに、シンポジ
ウムを開催。

食マネジメント学部

実行委員会（株式会社
どこいこ）

2018年度から

京都市

お土産コンテスト実行プ
ロジェクト

滋賀の土産物を新しく作るべく、コ
ンテストを実行して実現するプロ
ジェクト

食マネジメント学部
准教授 小沢 道紀

滋賀県旅館ホテル生活
衛生同業組合

2018年度から

草津市

草津の魅力発見

草津の食に関わる魅力を理解するた
めの見学等を行う

食マネジメント学部
准教授 小沢 道紀

草津市環境経済部

2018年度から

草津市

甲賀市食の情報発信

甲賀市の食を中心とした魅力につい
て、インターネットを通じた情報発
信を行う

食マネジメント学部
准教授 小沢 道紀

甲賀市農業振興課

2018年度から現在

甲賀市

滋賀県競技力向上スポ－
ツ医科学員会
スポ－ツ科学部門プロ
ジェクト

滋賀県の競技者の競技力向上を目的
としたサポ－ト事業で、スポ－ツ科
学、栄養、メンタルマネジメントを
はじめ体力・運動能力評価の支援を
行っている。

スポ－ツ健康科学部
教授 岡本 直輝

滋賀県スポ－ツ局

2016年から現在

BKC、滋賀県

87

学生の課外自主活動
プロジェクト名

ボランティア体験プログ
ラム「ぼらいち。」
P.59

担当部課・担当者

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

1日体験型のボランティア活動

サービスラーニングセ
ンター 学生コーディ
ネーター

オリーブ

2014年度から現在

草津市立まちづ
くりセンター

立命館大学
Sustainable Week実
行委員会（2018年度学
びのコミュニティ集団
形成助成金採用団体）

滋賀県、草津市、
立命館地球環境委員会
など

2017年
4月から現在

滋賀県、草津市、
BKC

P.60

2015年に国連で採択された「持続可能
な 開 発 目 標（SDGs：Sustainable
Development Goals）」に基づいて、
滋賀県を“小さな地球”と捉え、びわこ・
くさつキャンパスを拠点とする学生
団体を中心とした29団体が、それぞ
れの活動内容や専門性を活かして
SDGsの17のゴールに関連した企画
を開催。

立 命 の 家 実 行 委 員 会、
BKC学生オフィス

草津市内を中心とした
小学校

2001年度から現在

BKC

P.61

草津市内の小学生を対象に「学ぶ楽
しさ」を知ってもらうことを目的と
して開催。学術系団体の実行委員を
中心に企画、運営を行い、2018年度
は応募者約210名から抽選された小学
生129名、保護者64名が参加。
東日本大震災後に、本学と岩手県大
船渡市との間で締結した「災害復興
に向けた連携協力に関する協定」に
基 づ き、 課 外 自 主 活 動 団 体 を 派 遣。
2018年度は、モダンジャズバレエ部
とバトントワリング部が参加協力し、
新たに運営サポートに有志の学生1名
が参加した。

災害復興支援室、学生
オフィス

岩手県大船渡市

2013年度から現在

岩手県大船渡市
碁石海岸

滋賀県高島市の地域活性化を目指し、
学生ボランティアが高島市内に宿泊
し、地域のニーズに合わせたボラン
ティア活動（清掃・雪かき等）を行う。
地域住民との交流・協働を通じて様々
なことを学ぶ。

共通教育課
サービスラーニングセ
ンター

高島市社会福祉協議会

2010年度から現在

滋賀県高島市

草津宿場まつり

江戸時代に草津宿が東海道と中山道
が交わる宿場町として栄えていたこ
とにちなんで開催。昔と今の草津を
華麗な時代行列などの様々な企画に
より紹介。2018年は第50回を記念し
て、前日祭と当日祭の2日間にわたっ
て開催された。書道部、カラーガー
ドサークルLUSTER、JAZZ CLUB
が各ステージ企画で演技披露を行い、
当日運営には有志の学生がボラン
ティアスタッフとして参加協力した。

BKC学生オフィス

草津市

1994年度から現在

JR草津駅周辺

環びわ湖大学・地域コン
ソーシアム学生支援事業

滋賀県の13大学から選出された学生
と教職員が協力して「学生の力を活
かした地域づくりと滋賀の魅力の発
掘、発信」をコンセプトに活動を行っ
ている。2018年度は「びわこで考え
るSDGs」をテーマに、滋賀県内大
学の学生により構成される学生委員
会を組織し、所属する大学における
SDGsにかかる取組を推進するとと
もに、SDGsにかかるイベント（学
生大会）等の企画立案他を実施。本
学からは有志の学生4名が参加。

BKC学生オフィス

滋賀県

滋賀県

大津市 学生交流促進事
業「Meet Up おおつ」

大津市と協力協定を締結している7大
学の学生間の交流を通じて、大津の
まちの活性化を図る。2018年度は学
園祭合同PR事業に特別事業部の学生
3名、学生企画による交流イベント事
業には有志の学生3名が参加。

BKC学生オフィス

大津市

大津市

学生主催によるSDGs
体験型イベント
「Sustainable Week」
の開催

立命の家

碁石海岸観光まつり

P.62

高島ワークキャンプ
P.63
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活動内容

地域交流
プロジェクト名

活動内容

ルシオール アート キッ
ズ フェスティバル

「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭
2018」の関連イベントとして、守山
市内各所で開催。立命館守山中高も
会場のひとつで、大学からもサーク
ル の 演 技 披 露 や 体 験 企 画 で 協 力。
2018年度は、鉄道研究会、奇術研究
会 マ ジ ッ ク プ レ イ ヤ ー ズ、Songgenics（アカペラ）
、ライフサイエ
ンス研究会、ロボット技術研究会の
団体による参加協力のほかに、有志
の学生4名が運営委員として企画・運
営 に 携 わ り、 当 日 ス タ ッ フ（12名 ）
も運営に協力した。

P.64

第8回 みなくさまつり
〜「えん」でつなぐ み
なみくさつ〜

担当部課・担当者

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

BKC学生オフィス

守山市、守山市教育委
員会

2015年度から現在

立命館守山中学
校・高等学校

びわこ・くさつキャンパスの最寄り
駅である南草津駅付近を会場として
実施されるお祭り。

学生団体、BKC地域連
携課

第8回 み な く さ ま つ り
実 行 委 員 会（ 草 津 市、
近隣町内会・まちづく
り協議会、草津商工会
議所、草津青年会議所
等 ）、 ビ ブ リ オ バ ト ル
実行委員会、草津市教
育委員会

2011年度から現
在（くさつビブ
リオバトルは
2013年度から）

JR南草津駅西口
特設会場、フェ
リエ南草津市民
交流プラザ

びわこ・くさつキャンパスの近隣自
治会が主催するお祭りに学生団体が
参画する企画。

学生団体、BKC地域連
携課

笠山町内会、野路町内
会、玉川学区まちづく
り協議会

2013年度以前か
ら現在

笠山ふれあい広
場、蓮池グラウ
ンド、草津市立
玉川小学校

草津市野路町にある新宮神社の例祭
に留学生をはじめとする本学学生が
参加する取り組み。

BKC国際教育センター
（BKC国 際 課 ）、BKC
地域連携課

野路町内会

2010年度以前か
ら現在

草津市野路町周
辺

P.65
BKC近 隣 地 域 の ま つ り
（笠山ふれあい夏まつり、
野路サマーフェスティバ
ル、玉川萩まつり）
P.66
新宮神社例祭

P.67

第64回草津市駅伝競走大
会
P.68

び わ こ・ く さ つ キ ャ ン パ ス（BKC）
のBKCクインススタジアム（陸上競
技場のグランド）と学内道路をコー
スにして実施された駅伝の大会。

男 子 陸 上 競 技 部、 ス
ポ ー ツ 強 化 オ フ ィ ス、
BKC地域連携課

草津市駅伝競走大会実
行委員会、公益社団法
人草津市スポーツ協
会、草津市教育委員会

2010年度以前か
ら現在

BKC

南笠東学区地域のパネル
展
P.69

地域の姿を展示し観賞してもらうこ
とを通して、地域の人々への事業参
加の促進を目的に始まった、写真や
作品を展示する企画

学生団体、BKC地域連
携課

南笠東学区まちづくり
協議会

2017年から現在

滋賀銀行南笠支
店

ボランティア 1 日体験プログラム
担当部課・担当者

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

サービスラーニングセンター

洗堰レトロカフェ

2012年度から現在

大津市

サービスラーニングセンター

TANAKAMIこども環境クラブ

2013年度から現在

大津市

サービスラーニングセンター

日本障害者武道普及会

2012年度から現在

草津市

サービスラーニングセンター

大津市障害児サマースクール

2012年度から現在

大津市

サービスラーニングセンター

滋賀県農政水産部農村振興課

2012年度から現在

大津市
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地域交流活動（留学生）
プロジェクト名

滋賀県
留学生懇談会

担当部課・担当者

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

滋賀県生活衛生営業指導センターに
よる食文化にまつわる交流イベント

BKC国際課

滋賀県生活衛生営業指
導センター

2006年度から現在

滋賀県内にある
大学

BKC国際寮にて実施したRM（レジ
デントメンター）による地域交流イ
ベント。風船を使ったレクリエーショ
ンを通じて寮生・地域住民との交流
を図った。

BKC国 際 課（BKCイ
ンターナショナルハウ
ス レ ジ デ ン ト・ メ ン
ター）

大津市松ヶ丘4,5,6丁目
自治会

2012年度から現在

BKCインターナ
ショナルハウス

兵主祭

兵主祭は、毎年5月5日に野洲市の兵
主大社で行われる祭りで、本学留学
生10名程度派遣し、伝統行事兵主祭
のあやめ神輿やあやめ太鼓の担ぎ手
として参加し、参道を練り歩いて次々
と神社に宮入りする神事です。

BKC国際課

2009年度から現在

野洲市

三井寺散策ツアー

大津市国際交流協会が留学生向けに
実施している大津市の歴史、自然と
文化を紹介し、留学生との異文化交
流を行う活動。

BKC国際課

大津市国際交流協会
大津ガイドクラブ

2016年度から現在

大津市

草津市内小中学校との交
流活動

草津市内小中学校に本学の留学生を
派遣し、小中学生との国際交流によっ
て、互いに異文化体験をする活動。

BKC国際課

草津市教育委員会学校
教育課

2011年度から現在

滋賀県内小中学
校

KIFAの 日 本 語 広 場 の 場
所提供

草津市国際交流協会（KIFA）が留学
生向けに実施している「日本語ひろ
ば」の会場提供。本学留学生も多く
参加。

BKC国際課

草津市教育委員会学校
教育課

2010年度から現在

BKC

TISAに よ る 秋 期 ウ ェ ル
カムイベント

秋期新入留学生の歓迎を兼ねて、多
様な国籍の留学生との交流活動を通
じて理解を深めます

BKC国際課（TISA）

大 津 市 松 が 丘4、5、6
丁目自治会

2017年度から現在

BKC

冬の国際交流企画「異文
化フェスティバル」

山形県の農家の方の支援のもと、留
学生と日本人学生および国際寮の近
隣住民と餅つき体験や本学学生のパ
フォーマンスをみる企画。

BKC国際課（TISA）

山形県農家、大津市松
が 丘4、5、6丁 目 自 治
会

1996年度から現在

BKC

大津祭ツアー

大津市国際交流協会が留学生向けに
実施している「滋賀県無形民俗文化
財〜大津祭」の歴史と文化を紹介し、
曳山の「神功皇后山」をもっている
町内の家から間近でみて、参加する
留学生には厄除け粽（ちまき）を参
加記念品として配布など体験する企
画。

BKC国際課

大津市国際交流協会
大津ガイドクラブ

2016年度から現在

大津市

坂本散策ツアー

大津市国際交流協会が留学生向けに
実施している大津市の歴史と文化遺
産を紹介し、留学生との異文化交流
を行う活動。

BKC国際課

大津市国際交流協会
大津ガイドクラブ

2016年度から現在

大津市

福むすめ（今宮戎神社）

本学未婚の女子留学生を対象とした、
毎年1月9 〜 11日の3日間今宮戎神社
で行われる十日戎に関わる行事に参
加し、奉仕を行う。

BKC国際課

今宮戎神社

2012年度から現在

P.70

国際寮 Balloon World
P.71
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活動内容

兵主大社
（兵主太鼓保存会）

今宮戎神社
（大阪市）

地域交流活動（体育会団体）
プロジェクト名

活動内容

担当部課・担当者

ジュニアスポーツフェス
ティバルKUSATSU

草津市の小学校が集まり、スポーツ
体験の交流を行うイベント

ス ポ ー ツ 健 康 科 学 部、
BKC学生オフィス、ス
ポ ー ツ 強 化 オ フ ィ ス、
BKC地域連携課、学生
団体

草津市教育委員会

2011年度から現在

BKC

フラッグフットボールを
通した交流
P.33

草津市小中学校のフラッグフット
ボールチームとの交流、技術指導

アメリカンフットボー
ル部

草津リトルパンサーズ

2010年度以前か
ら現在

BKCグ リ ー ン
フィールド

大津市内の小学校とのフ
ラッグフットボールを通
P.34
じた交流

草津市の小学校教員への指導講習及
び小学生とのフラッグフット交流会
の実施

アメリカンフットボー
ル部

大津市立晴嵐小学校

2010年度以前か
ら現在

大津市晴嵐小学
校

P.35

京都府および滋賀県下の中学校のバ
スケットボールチームとの交流試合
及び大学生部員による技術指導

男子バスケットボール
部

滋賀県内の中学校チー
ム ほか

2005年度から現在

BKC

パラスポーツプロジェク
ト
P.36

草津養護学校バスケットボールチー
ムとのバスケットボール交流及び養
護学校生徒の技術指導

男子バスケットボール
部

滋賀県立草津養護学校

2017年度から現在

草津市、野洲市

チャレンジヨット
in Biwako
P.37

障がいのある方を対象としたヨット
体験イベントの実施

ヨット部

京都府内、滋賀県内の
養護学校、特別支援学
校等

1994年度から現在

琵琶湖（大津市
柳ヶ崎）

Ritsumeikan Athletics
Games
P.38

主に京滋地区の中高陸上部の生徒を
対象とした陸上競技記録会

男子陸上競技部・
女子陸上競技部

京滋地区の中高の陸上
部等

2017年度から現在

BKCクインスス
タジアム

フラッグフット
講習会

附属校とのフラッグフット交流会

アメリカンフットボー
ル部

立命館小学校

2012年度から現在

立命館小学校

体育会の学生が児童を見守り、児童
が安心感を持って学校に登校するた
めの活動。

体育会アメリカンフッ
トボール部、体育会男
子バスケットボール
部、BKC地域連携課

草津市立南笠東小学
校、草津市立志津南小
学 校、 南 笠 東 学 区 ス
2017年度から現在
クールガード活動（学
校安全ボランティア）
の皆様

南 笠 東 小 学 校、
志津南小学校の
通学路

学生団体（女子陸上部、
男子陸上部、ラクロス
部（女子））、BKC地域
連携課

南笠東学区まちづくり
協議会

2017年度から現在

P.73

びわこ・くさつキャンパスの近隣地
域に位置する南笠東学区の狼川河川
公園を拠点に公園や周辺道路の清掃
活動。

狼 川 河 川 公 園・
周辺道路

ラグビー
クリニック

P.74

地元の児童、生徒向けのラグビーク
リニック実施

ラグビー部

大阪ラグビースクール

2015年度から現在

BKCグ リ ー ン
フィールド

関西ラグビー
フェスティバル

P.75

長浜市で行われる大会での児童・生
徒とのタグラグビー参加

ラグビー部

関西ラグビーフット
ボール協会

2015年度から現在

滋賀県立長浜
ドーム

合宿先での
ふれあい活動

P.76

北見市での老人ホーム訪問

ラグビー部

特別養護老人ホームは
くちょう

2007年度から現在

北海道北見市

ラグビー講習会

P.77

タグラグビー教室

ラグビー部

草津市スポーツ協会

2016年度から現在

草津市野村運動
公園

草津少年少女
陸上教室

P.78

草津市陸上教室参加者との交流

男子陸上競技部

草津少年少女陸上教室

2007年度から現在

BKC

Ritsレガッタ

P.79

地域住民と部員のチームによるボー
トレース大会の実施

ボート部

瀬田漕艇クラブ

2005年度から現在

琵琶湖漕艇場

2020年東京パラリンピッ
クに向けたゴールボール
合同合宿・国際強化試合

ス ポ ー ツ 健 康 科 学 部、
産業社会学部、男子バ
スケットボール部、男
子陸上競技部、BKC地
域連携課

日本ゴールボール協
会、トルコゴールボー
ル協会、滋賀県、守山
市

2017年度から現在

BKC

P.80

びわこ・くさつキャンパスで行われ
た、トルコ、ロシア、中国、日本の4
か国のゴールボールチームの合同合
宿 兼 国際強化試合。

滋賀県バスケットボール
協会への協力

審判技術向上のための試合の部員参
加

男子バスケットボール
部

滋賀県バスケットボー
ル協会

立命館ラグビーフェス
ティバル

草津市のラグビースクール参加者向
けのラグビークリニック実施

ラグビー部

近隣のラグビーキッズ
スクール

2014年度から現在

BKCクインスス
タジアム

ラグビークリニック

地元の児童、生徒向けのラグビーク
リニック実施

ラグビー部

草津市立志津小学校

2013年度から現在

草津市立志津小
学校

ラグビークリニック

地元の児童、生徒向けのラグビーク
リニック実施

ラグビー部

大津ラグビースクー
ル、The Antsク ラ ブ
チーム

2013年度から現在

BKCグ リ ー ン
フィールド

ラグビークリニック

地元の児童、生徒向けのラグビーク
リニック実施

ラグビー部

立命館小学校

2014年度から現在

立命館小学校

ラグビークリニック

地元の児童、生徒向けのラグビーク
リニック実施

ラグビー部

地域の児童、生徒

2014年度から現在

西京極総合運動
公園（京都市）

ラグビークリニック

地元の児童、生徒向けのラグビーク
リニック実施

ラグビー部

地域の児童、生徒

2016年度から現在

高大連携プロジェクト

高校生向けのラグビークリニック

ラグビー部

千里高校・東山高校・
2016年度から現在
膳所高校ラグビー部

P.32

Ritsumeikan-Cup

P.39

体育会スクールガード
（南笠東小、志津南小）
P.72

南笠東学区清掃活動

主な連携先

活動期間

主な活動地域・場所

草津市

宝が池球技場
（京都市）
BKCグ リ ー ン
フィールド

91

地域交流活動（学生団体）
学生団体名

イベント名

主な連携先

活動地域

BLENDERS（チアダンス）

2017 玉川萩まつり

玉川萩まつり実行委員会

滋賀県草津市

BLENDERS（チアダンス）

2017スプリングフェスタこどもワクワクワン
ダーランド

特定非営利活動法人ひかりグループ

滋賀県草津市

BLENDERS（チアダンス）

クリスマス家族例会

京都桂ライオンズクラブ

京都府京都市

dig up treasure（ダブルダッチ）

アザックとよさと

NPO法人アザックとよさと

滋賀県犬上郡

dig up treasure（ダブルダッチ）

子ども会 お楽しみ会

千代町 子ども会

滋賀県守山市

dig up treasure（ダブルダッチ）

ダブルダッチ体験教室

近江八幡市岡山小学校 育成会

滋賀県近江八幡
市

Fusion Of Gambit（ダブルダッチ）

近江学園 交流事業

滋賀県立 近江学園

滋賀県湖南市

Fusion Of Gambit（ダブルダッチ）

草津学区民ふれあい広場

草津学区ひと・まちいきいき協議会

滋賀県草津市

Fusion Of Gambit（ダブルダッチ）

こにゃん元気市場

こにゃん元気市場実行委員会

滋賀県湖南市

Fusion Of Gambit（ダブルダッチ）

シャリエパークナード南草津夏まつり

シャリエパークナード南草津管理組合

滋賀県草津市

Fusion Of Gambit（ダブルダッチ）

ダブルダッチ教室

高島市立朽木小学校

滋賀県高島市

Fusion Of Gambit（ダブルダッチ）

常盤小「めざせダブルダッチの達人」

草津市立常盤小学校

滋賀県草津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

「わくわく体験ひろば」アートフェスタくさ
つ2017

草津市教育委員会事務局生涯学習課

滋賀県草津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

2017スプリングフェスタこどもワクワクワン
ダーランド

特定非営利活動法人ひかりグループ

滋賀県草津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

学童保育所の設定保育

祇王学童保育所

滋賀県野洲市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

草津学区民ふれあい広場

草津学区ひと・まちいきいき協議会

滋賀県草津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

クリスマス会

大津アクアエール子ども会 アクアキッズ

滋賀県大津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

こども”なつ”フェスタ

大津市子育て総合支援センター ゆめっこ

滋賀県大津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

志津南小学校と立命館大学サークルとの連携
6DAYS ！

草津市立志津南小学校

滋賀県草津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

なかよしひろば

草津市立西一会館

滋賀県草津市

R.D.C.（立命館ダンスサークル）

やまだ健康＆スポーツフェスタ

山田学区まちづくり協議会

滋賀県草津市

アルティメットサークルLudolph

ジュニアスポーツフェスティバル
KUSATSU 2017

草津市教育委員会

滋賀県草津市

カラーガードサークルLUSTER

ルシオールアート キッズ フェスティバル
2017

滋賀次世代文化芸術センター、守山市教育
委員会

滋賀県大津市

京炎そでふれ！おどりっつ

平成29年度碁石海岸観光まつり

大船渡市観光推進室

岩手県大船渡市

バトントワリング部

草津学区民ふれあい広場

草津学区ひと・まちいきいき協議会

滋賀県草津市

バトントワリング部

ジュニアスポーツフェスティバル
KUSATSU 2017

草津市教育委員会

滋賀県草津市

バトントワリング部

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会
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地域交流活動（学生団体）
学生団体名

イベント名

主な連携先

活動地域

モダンジャズバレエ部

平成29年度碁石海岸観光まつり

大船渡市観光推進室

岩手県大船渡市

Free Music Circle PEACE

第7回みなくさまつり

みなくさまつり実行委員会

滋賀県草津市

Free Music Circle PEACE

児童育成クラブの活動

児童育成クラブ「のびっ子矢倉」

滋賀県草津市

JAZZ CLUB

第31回大津矯正展

滋賀刑務所

滋賀県大津市

JAZZ CLUB

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

Song-genics（アカペラ）

2017スプリングフェスタ in 矢橋帰帆島公園

特定非営利活動法人ひかりグループ

滋賀県草津市

Song-genics（アカペラ）

新春懇親会

パナソニック松愛会滋賀支部

滋賀県草津市

Song-genics（アカペラ）

第31回大津矯正展

滋賀刑務所

滋賀県大津市

Song-genics（アカペラ）

ルシオールアート キッズ フェスティバル
2017

滋賀次世代文化芸術センター、守山市教育
委員会

滋賀県大津市

Song-genics（アカペラ）

児童育成クラブの活動

児童育成クラブ「のびっ子矢倉」

滋賀県草津市

アコースティックギターサークル

大路区民まつり

草津市立草津第二小学校PTA

滋賀県草津市

アコースティックギターサークル

小野山親睦会秋行事（町内行事の一環）

小野山親睦会

滋賀県草津市

アコースティックギターサークル

敬老の日の催し物（マジック・ギター）

社人堂自治会

滋賀県大津市

アコースティックギターサークル

高齢者部 音楽フェスタ

大津市上野郷原自治会高齢者部

滋賀県大津市

アコースティックギターサークル

瀬田児童クラブ保護者会 おたのしみ会

瀬田児童クラブ保護者会

滋賀県大津市

アコースティックギターサークル

町内会 夏まつり

野路小林町内会

滋賀県草津市

アコースティックギターサークル

平野村まつり

平野町自治会

滋賀県大津市

アコースティックギターサークル

ローレルコート南草津町内会 納涼祭

ローレルコート南草津町内会

滋賀県草津市

アコースティックギターサークル

児童育成クラブの活動

児童育成クラブ「のびっ子矢倉」

滋賀県草津市

クラシックギタークラブ

睦会総会

川之下老人クラブ睦会

滋賀県草津市

交響楽団

笠山ふれあい夏まつり2017

笠山町内会

滋賀県草津市

吹奏楽サークルFiz

草津ライオンズクラブ 納涼例会（家族同伴）

草津ライオンズクラブ

滋賀県草津市

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

長寺区民文化祭

滋賀県犬上郡

滋賀県犬上郡

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

学童保育所の設定保育

祇王学童保育所

滋賀県野洲市

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

敬老会

介護老人保健施設ケアポート栗東

滋賀県栗東市

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

全国学生クリスマスキャンペーン2017

滋賀県赤十字血液センター

滋賀県草津市

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

第7回みなくさまつり

みなくさまつり実行委員会
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地域交流活動（学生団体）
学生団体名

イベント名

主な連携先

活動地域

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

ちんどん屋さんを知ろう

野洲第二学童保育所

滋賀県野洲市

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

琵琶湖ランチパーティークルーズ

パナソニックグループ労連 京都・滋賀地区
懇

滋賀県草津市

多国籍音楽サークル「出前ちんどん」

万葉台コミュニティーフェア

万葉台自治会

滋賀県野洲市

邦楽部

おまつりはうす

大津市さくらはうす

滋賀県大津市

かるた会

夏休み中のイベント

岡山学区 寺子屋水茎

滋賀県近江八幡
市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

50th Anniversary 夏まつり

社会福祉法人 草津保育園

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

6年生・新1年生歓送迎会

吉見東乙子ども会

滋賀県守山市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

6年生・新1年生歓送迎会

川田町子供会の子供達

滋賀県守山市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

OHプラザ分団会 6年生を送る会

OHプラザ分団会

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

秋葉台自治会 クリスマス会

秋葉台自治会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

イオンモール草津イベント

バウコミュニケーションズ

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

石山夜市 1週目・2週目

株式会社ユーストン

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

打出中サッカー部 卒業パーティー

打出中サッカー部 卒業パーティー委員会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

駅前東自治会 夏祭り

野洲市 駅前東自治会

滋賀県野洲市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

大路区民まつり

草津市立草津第二小学校PTA

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

大津市PTA連合会南部ブロック交流事業

大津市PTA 南部ブロック

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

御供町地蔵盆

御供町町内会

京都府京都市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

お別れ会

大宝西保育園保護者会

滋賀県栗東市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

学童保育所行事

野洲市社会福祉協議会 中主第3学童保育所

滋賀県野洲市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

学童保育所の夏休みの交流行事

東近江市立能登川東こどもの家

滋賀県東近江市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

歓送迎会

新古川町子供育成会

滋賀県近江八幡
市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

草津納涼まつり

草津納涼まつり実行委員会

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

栗栖町地蔵盆

栗栖町町内会

京都府京都市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

クリスマス会

志津南学区子ども会

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

クリスマス会

月輪子ども育成会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

クリスマス会

ディオフェルティ草津 子ども会

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

クリスマス会

野路子ども育成会 駅前4班
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地域交流活動（学生団体）
学生団体名

イベント名

主な連携先

活動地域

奇術研究会マジックプレイヤーズ

敬老会

信楽町畑区自治会

滋賀県甲賀市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

敬老のつどい

石山学区社会福祉協議会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

敬老の日の催し物（マジック・ギター）

社人堂自治会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

子ども会クリスマス

志那町子ども会

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

嵯峨幼稚園バザー

嵯峨幼稚園 母の会 イベント係

京都府京都市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

シェリエパークナード南草津 夏祭り

シェリエパークナード南草津管理組合

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

地蔵盆

粟生子供会

京都府長岡京市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

地蔵盆

中尾室木子供会

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

新入生歓迎会

どろんこ学童保育所

滋賀県湖南市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

すいれん秋祭り

NPO法人ゆうらいふ すいれん

滋賀県守山市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

赤十字キッズフェスティバル

滋賀県赤十字血液センター

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

瀬田駅中央100円商店街・秋の感謝祭

瀬田駅中央商工連盟

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

瀬田児童クラブ保護者会 おたのしみ会

瀬田児童クラブ保護者会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

全国学生クリスマスキャンペーン2017

滋賀県赤十字血液センター

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

第31回大津矯正展

滋賀刑務所

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

町内の地蔵盆

丸の内子供サークル

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

デイサービスのレクリエーション

デイサービス 栗林の郷

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

土曜サロン

滋賀県立図書館

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

なつまつり

あおぞら保育園

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

納涼会

掘切自治会

滋賀県東近江市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

ハッピーハロウィン

草津市コミュニティ事業団 草津市立なごみ
の郷

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

平井東町子ども会 6年生を送る会

平井東子ども会

滋賀県栗東市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

琵琶湖ランチパーティークルーズ

パナソニックグループ労連 京都・滋賀地区
懇

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

ふれあい活動

草津小学校 2年生PTA 学級活動部

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

ふれあいフェスティバル

五個荘中町自治会

滋賀県東近江市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

平成29年度 松が丘2丁目子供会

松が丘2丁目子供会
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地域交流活動（学生団体）
学生団体名

イベント名

主な連携先

活動地域

奇術研究会マジックプレイヤーズ

平成29年度湖州平自治会「敬老の集い」

湖州平自治会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

ベルヴィ瀬田東夏祭り

ベルヴィ瀬田東自治会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

マジック

河西小学校PTA

滋賀県守山市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

マジック大会

ここあ草津

滋賀県草津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

マジックを見よう！

NPO法人はちまんキッズ馬っ子クラブ

滋賀県近江八幡
市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

松が丘 敬老会

松が丘1丁目自治会

滋賀県大津市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

万葉台コミュニティーフェア

万葉台自治会

滋賀県野洲市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

山区敬老会

地縁団体 山区

滋賀県甲賀市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

横山敬老会

横山町自治会

滋賀県東近江市

奇術研究会マジックプレイヤーズ

ルシオールアート キッズ フェスティバル
2017

滋賀次世代文化芸術センター、守山市教育
委員会

滋賀県大津市

将棋研究会

将棋教室

NPO法人はちまんキッズ 風の子クラブ

滋賀県近江八幡
市

将棋研究会

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

将棋研究会

夏休み中のイベント

岡山学区 寺子屋水茎

滋賀県近江八幡
市

将棋研究会

リツクラ（クラブ活動）

草津市立志津南小学校

滋賀県草津市

書道部

草津納涼まつり

草津納涼まつり実行委員会

滋賀県草津市

書道部

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

書道部

本陣主催事業「本陣四季彩々〜夏の段〜」

草津市教育委員会 史跡 草津宿本陣

滋賀県草津市

新演劇研究会劇団月光斜

公演会

ここあ草津

滋賀県草津市

草津市教育委員会事務局生涯学習課

滋賀県草津市

美術研究部

「わくわく体験ひろば」アートフェスタくさ
つ2017

美術研究部

大津ジャズフェスティバル（第9回）

大津ジャズフェスティバル実行委員会

滋賀県大津市

美術研究部

草津納涼まつり

草津納涼まつり実行委員会

滋賀県草津市

美術研究部

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

美術研究部

万葉台コミュニティーフェア

万葉台自治会

滋賀県野洲市

落語研究会

学童保育所での夏休みの活動として

三上学童保育所

滋賀県野洲市

落語研究会

敬老のつどい

石山学区社会福祉協議会

滋賀県大津市

落語研究会

現役介護家族の会

膳所診療所 在宅委員会

滋賀県大津市

落語研究会

地域高齢者サロン

上笠第三ほっとサロン
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地域交流活動（学生団体）
学生団体名

イベント名

主な連携先

活動地域

Ritsumeikan Parliamentary Debate
Club

志津南小学校と立命館大学サークルとの連携
6DAYS ！

草津市立志津南小学校

滋賀県草津市

草津天文研究会

イオンモール草津イベント

バウコミュニケーションズ

滋賀県草津市

草津天文研究会

大津市PTA連合会南部ブロック交流事業

大津市PTA 南部ブロック

滋賀県大津市

草津天文研究会

志津南小学校と立命館大学サークルとの連携
6DAYS ！

草津市立志津南小学校

滋賀県草津市

草津天文研究会

フレスポ東大阪イベント

フレスポ東大阪

大阪府東大阪市

写真研究会

ここあ草津すてきな写真飾り

ここあ草津

滋賀県草津市

鉄道研究会

ルシオールアート キッズ フェスティバル
2017

滋賀次世代文化芸術センター、守山市教育
委員会

滋賀県大津市

飛行機研究会

志津南小学校と立命館大学サークルとの連携
6DAYS ！

草津市立志津南小学校

滋賀県草津市

飛行機研究会

野路子ども育成会 6年生を送る会

野路子ども育成会 駅前5班

滋賀県草津市

ヘルスポ＋R

山田学区健康ウォーキング

山田学区まちづくり協議会

滋賀県草津市

ライフサイエンス研究会

近江学園 交流事業

滋賀県立 近江学園

滋賀県湖南市

ライフサイエンス研究会

お楽しみ会

松が丘4.5.6丁目子供会

滋賀県大津市

ライフサイエンス研究会

子供会 夏のレクレーション

小川子供会

滋賀県東近江市

ライフサイエンス研究会

さざなみまつり

さざなみスポーツクラブ

滋賀県野洲市

ライフサイエンス研究会

地蔵盆

大津市若葉台自治会（地蔵盆実行委員）

滋賀県大津市

ライフサイエンス研究会

志津南小学校と立命館大学サークルとの連携
6DAYS ！

草津市立志津南小学校

滋賀県草津市

ライフサイエンス研究会

小学6年生を送る会

かがやきの丘子ども会

滋賀県草津市

ライフサイエンス研究会

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

ライフサイエンス研究会

楽しい理科実験

ローズベイガーデン自治会

滋賀県大津市

ライフサイエンス研究会

玉川子ども体験学校

玉川学区まちづくり協議会

滋賀県草津市

ライフサイエンス研究会

なごみの郷夏まつり

草津市立なごみの郷

滋賀県草津市

ライフサイエンス研究会

夏休み理科実験教室

大津市立公民館

滋賀県大津市

ライフサイエンス研究会

響のふれあいフェスティバル

長浜市祇園町自治会 町づくり委員会

滋賀県長浜市

ライフサイエンス研究会

琵琶湖ランチパーティークルーズ

パナソニックグループ労連 京都・滋賀地区
懇

滋賀県草津市

ライフサイエンス研究会

松が丘1丁目子供会 第1回お楽しみ会

松が丘1丁目子供会

滋賀県大津市

ライフサイエンス研究会

南郷っ子わくわくランド

大津市立南郷公民館

滋賀県大津市

ライフサイエンス研究会

ロクハキッズ歓送迎会

ロクハキッズ

滋賀県草津市
※2017年度の活動
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地域交流活動（学生団体）
学生団体名

イベント名

主な連携先

活動地域

ライフサイエンス研究会

わくわく子どもサイエンス

コミュニティセンター治田管理運営委員会

滋賀県栗東市

ロボット技術研究会

イオンモール草津イベント

バウコミュニケーションズ

滋賀県草津市

ロボット技術研究会

大路区民まつり

草津市立草津第二小学校PTA

滋賀県草津市

ロボット技術研究会

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

ロボット技術研究会

マジック

河西小学校PTA

滋賀県守山市

IVUSA京都

1350年祭 よい宮祭

草津市 印岐志呂神社

滋賀県草津市

IVUSA京都

SO-AI プロジェクト2017

公益社団法人 草津青年会議所

滋賀県草津市

IVUSA京都

つながりの夕べ

桜ヶ丘町内会

滋賀県草津市

TOM SAWYER（国際ボランティア）

志津南小学校と立命館大学サークルとの連携
6DAYS ！

草津市立志津南小学校

滋賀県草津市

TOM SAWYER（国際ボランティア）

なごみの郷夏まつり

草津市立なごみの郷

滋賀県草津市

料理サークルTri-C

2017 玉川萩まつり

玉川萩まつり実行委員会

滋賀県草津市

RBC（放送局）

1350年祭 よい宮祭

草津市 印岐志呂神社

滋賀県草津市

RBC（放送局）

桜ヶ丘夏祭り「たのしいゆうべ」

桜ヶ丘町内会

滋賀県草津市

RBC（放送局）

第11回青山学区文化祭

青山学区「人権・生涯」学習推進協議会

滋賀県大津市

RBC（放送局）

第49回草津宿場まつり

草津宿場まつり実行委員会

滋賀県草津市

応援団

草津川跡地公園 de 愛ひろば

草津学区ひと・まちいきいき協議会

滋賀県草津市

応援団

第37回立命館大学滋賀県校友会総会

立命館大学滋賀県校友会

滋賀県大津市

応援団チアリーダー部

秋の全国交通安全運動に伴う交通安全キャン
ペーン

滋賀県警察本部交通部高速道路交通警察隊

滋賀県栗東市

応援団チアリーダー部

治田東学区民運動会

治田東学区民地域振興協議会

滋賀県栗東市

応援団チアリーダー部

ジュニアスポーツフェスティバル
KUSATSU 2017

草津市教育委員会

滋賀県草津市

応援団チアリーダー部

平成29年「ふれあいまつり・矢倉」

平成29年「ふれあいまつり・矢倉」実行委
員会

滋賀県草津市

応援団チアリーダー部

立命館大学建設会 滋賀建設会

滋賀建設会

滋賀県大津市

特別事業部

笠山ふれあい夏まつり2017

笠山町内会

滋賀県草津市
※2017年度の活動
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BKCで活動する学生団体（2018年12月現在のデータ）
学友会・自治会・中央パート
学友会中央常任委員会
学友会中央事務局
全学自治会
経済学部自治委員会
理工学部自治委員会
情報理工学部自治委員会
生命科学部自治委員会
薬学部自治委員会
スポーツ健康科学部自治委員会
特別事業部
中央事業体
体育会本部
体育会本部スポーツ編集局
学術本部
学芸総部本部
立命館大学新聞社
応援団チアリーダー部
応援団吹奏楽部
立命館大学放送局

学術部公認団体
鉄道研究会
写真研究会
探検部
ESS(英語研究会)
朝鮮文化研究会
民科経済研究会
経済科学研究会
経済学研究会
音響工学研究会
物理科学研究会
立命館コンピュータクラブ
ライフサイエンス研究会
数学研究会
学術部同好会
飛行研究会ダンデライオン
学術部任意団体
聖書研究会シャローム
草津天文研究会

学芸総部公認団体
囲碁研究部
混声合唱団メディックス
写真部
新演劇研究会劇団月光斜
茶道研究部
将棋研究会
メンネルコール
モダンジャズバレエ部
学芸総部同好会
バトントワリング部
雅楽会
学芸総部任意団体
漫画研究会
ミステリー研究会
珠算部
琵琶湖漫画研究会
奇術研究会マジックプレイヤーズ
Song-genics
Jack & Beans

中央任意団体
クイズソサエティ
RWF立命館プロレス同好会
民主青年同盟

体育会公認クラブ
アイスホッケー部
アメリカンフットボール部
カヌー部
航空部
硬式庭球部
山岳部
水泳部
スキー部
スケート部
ソフトテニス部
男子バスケットボール部
ボート部
ヨット部
ラグビー部
ラクロス部
男子陸上競技部
女子陸上競技部
体育会公認同好会
立命館ワンダーフォーゲル同好会
All.1（フットサル）
windward（ウィンドサーフィン）
理工学部プロジェクト団体
ロボット技術研究会
飛行機研究会
内燃機関研究会
情報理工学部プロジェクト団体
RiG++（ゲーム・CG）
Ri-one（Robo Cup Simulation League）
RiPPro（プログラミング）
薬学部プロジェクト団体
薬学研究会（やくけんR）

BKC 登録団体
軟式野球・ソフトボール
Brothers
Riffchitz
立命館スラッピー
SPIRAL
Voots
サッカー
A（C）
S.F.C
ZAULUS
蹴師
F.C.Tridente
フットサル
F.C.PEANUTS
Soleil
コックローチ
パイレーツFC
Cherish
バスケットボール
PRIO
Short Legs
いちばん星

硬式テニス・ソフトテニス
3×3y
Cloud9
HIGH BALL
JACK KNIFE
Moulin
Wing Field
立命館大学硬式テニスサークルAPOLLO
立命館大学軟式庭球同好会
LAVATTZ
ぶらんてぃ〜
立命館大学硬式庭球同好会
SOFTEN
バドミントン
NEXUS
TWINKLE
Power Smash
バレーボール
VERSUS
レシーブ友の会
ラグビー
バーバリアンズ
その他球技系
9ʼs（ハンドボール）
aRt-deco（テニス・バドミントン）
Luceat（サッカー・フットサル）
merryʼs sheep（ドッジボール）
SUN-BEAR（ゴルフ）
アルティメットサークルLudolph
カウンタードライブ（卓球）

武道
弓道サークル
総合格闘技Travis
北道院拳法
マリン・スノー
スキューバダイビングサークルNGIS
立命館釣り同好会
540°
（スノーボード）
金太郎スキー同好会
ホワイトクリスタル（アルペンスキー）
サイクリング・アウトドア
Rits BIC
山歩会（登山）
研究
FES（金融工学）
経営学研究会
自然科学ゼミ（科学実験）
大川活用プロジェクト支援団体haconiwa（街づくり）
音楽
BRISE MUSIC（軽音）
Inter Play（ピアノ）
アコースティックギターサークル
吹奏楽サークルFiz
立命館テクノ部

身体表現
Fusion Of Gambit（ダブルダッチ）
R.D.C.(立命館ダンスサークル）（ストリートダンス）
streeeem!（フラッシュモブ）
カラーガードサークルLUSTER
ヨーヨーサークル トリックルーム
BLENDERS（チア）
デザイン
C4（服制作）
Design Factory（建築デザイン）
ボランティア
Reco.lab（環境研究）
TOM SAWYER（貧困問題）
ボラっちぇ
国際交流団体IROHA
国際交流団体BEPPINE
料理
Sweet Boys
料理サークルTri-C
ゲーム制作
Beat Sense（RPG製作）
BKCポケモンサークル（ゲーム）
アトラ（ゲーム・CG製作）
その他文化系
RICS（サブカルチャー研究）
Ritsumei Parliamentary Dabate Club（ディベート）
team Rumble Fish（シューティングゲーム）
Voice&Animation研究会（声優研究）
華道・フラワーアレジメントサークル
麻雀同好会〜TACOS〜
立命館ノベリストクラブ（小説）
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学生団体との地域交流のお申込みについて
「地域交流」とは
立命館大学では、多くの課外自主活動団体が、活動の場をキャンパスから地域へ展開しています。地域交流とは、本学に所属する
学生による課外自主活動団体が、演奏、発表などを通して、地域の皆様と交流を行い、相互の発展を目指すものです。学生団体への
依頼を希望される際には、下記事項をご理解いただき、
お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

実施に至るまでの流れ
立命館大学
学生オフィス

ご依頼先

課外自主活動団体

（衣笠・BKC・OIC）

＊キャンパスについて
地域交流申込書の送付

課外自主活動団体へ取次ぎ

部内で調整
参加の可否連絡

※課外自主活動団体の代表者より、  
直接ご依頼先へ連絡をさせていただきます。	

KIC：衣笠キャンパス（京都）
BKC：びわこ・くさつキャンパス（滋賀）
OIC：大阪いばらきキャンパス（大阪）

ご留意いただきたい事項
1．原則として、利益を目的とする取り組みはお断りさせていただいております。
2．地域交流をお申込の際は、
スケジュールに余裕を持ってお申込みください。参加の可否連絡は、最低2週間を見込んでください。
3．時期によっては、学業や定期試験等でご依頼をお引き受けできない場合がございますので ご了承ください。
4．
「課外活動による地域交流申込書」には、
ご記入漏れがないようにご注意ください。
5．課外活動団体が参加させていただく際に必要となる実費（交通費・食費・運搬費・材料費など）
については、ご依頼先でご負担
いただきますようお願いいたします。
6．実費以外の謝礼については、
ご予算に応じてお支払いください。金額の設定等はいたしておりません。
7．最寄駅から実施場所までの送迎が無い場合は、地図を添付してください。
8．課外活動団体の参加が確定しましたら、詳細については、学生と直接お打合せください。
9．開催内容に変更が生じた場合は、速やかに学生オフィスまでご連絡をお願いします。

ご連絡先・お申込
申込書は右ページをコピーしてご利用いただくか、下記本学ホームページよりファイルをダウンロード、プリントアウトしてご記入い
ただき、FAXにてお送りいただくか、
データをメールに添付の上、下記アドレスまでお送りください。
立命館大学 衣笠学生オフィス FAX：075-465-8169

koryu-k@st.ritsumei.ac.jp

立命館大学 BKC学生オフィス FAX：077-561-3954

koryu-b@st.ritsumei.ac.jp

立命館大学 OIC学生オフィス FAX：072-665-2139

koryu-o@st.ritsumei.ac.jp

立命館大学ホームページ「学生との地域交流のご案内」
http://www.ritsumei.ac.jp/community_affiliations/chiiki/
（または「立命館大学
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地域交流」で検索）

学生との地域交流申込書
※ 夏祭り・地蔵盆・クリスマス・年度末の時期は大変多くの依頼を頂戴するため、できる限りお早めに問い合わせください。
※ 学業や定期試験、帰省等でご依頼をお引き受けできない時期もございますので、ご了承ください。

申込回数

新規申込

・

（担当者が交代されていても、申込団体が同じであれば
2回目以降にチェックをしてください。）

2回目以降

ふりがな

ふりがな

申込団体名

担当者名

団体所在地

連

絡

先

〒

参加可否の連絡期限

携帯：

TEL：
FAX：

※申し込みからご回答まで
2週間程度頂いております。

E-MAIL：
必ず連絡がつく時間帯

催物開催日時

時 ～

年

月

時

月

日（

）

：

～

日まで

：

催物名称
主な参加者
(対象者)

参加人数

会場･ステージの
大きさ

m×

m×

約
人

●音響設備
●内容

m

有 ・

無

その他
(内容の補足など)
（名称）

開催場所

（住所）〒

交通機関

●交通
線
●最寄り駅からの送迎

駅下車・バス（
）駅・徒歩
分
有 ・
（→無の場合、地図を添付してください。）
無
依頼人数

希望団体名
もしくは
ご希望の活動内容
学生の参加時間
参加内容
（具体的に）
諸経費 （必須）
謝礼 （任意）

人
●時間帯
●１団体につき
演技披露

：

～
分

体験

：
●学生の都合により変更

指導

可 ・

不可

その他

●諸経費（交通費・食費・運搬費・材料費等）については、申込団体にて
必ずご負担ください。
●一人あたり

円、もしくは一団体あたり

円

以下大学使用欄

受付日

サークルへの連絡

No．
月

日

[ メール ・ 電話 ・ 窓口 ] にて連絡

（学生氏名

立命館大学

受諾可否

）※学生からの回答期日

月

日

可・不可

結果報告
未・済
月

日

BKC学生オフィス

FAX: 077-561-3954

TEL:077-561-3920(直通)
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アクセスマップ
草津
JR 東海道本線
JR 東海道新幹線

近江大橋
南草津

野路町

琵琶湖

東矢倉南

南田山

名神高速道路

野路中央

瀬田
石山

京阪石山
坂本線

石山寺

瀬田西 IC

草津田上 IC

瀬田東 IC

新名神高速道路

立命館大学
びわこ・くさつキャンパス

アクセス方法
中書島駅

直行便バス

約35分

ＪＲ

約50分

ＪＲ

ＪＲ

約20分

ＪＲ・近鉄

ＪＲ・近鉄

（京都駅経由）約70分

ＪＲ

ＪＲ

三ノ宮駅

約70分

南草津駅

京都駅

ＪＲ

大阪駅

奈良駅

平日のみ（学休日、土日祝は運行しません）

近江鉄道バス

（

約20分

）

「立命館大学行き」
または
立命館大学経由
「飛島グリーンヒル行き」

びわこ・くさつキャンパス

ＪＲ

立命館大学

京阪

■京阪中書島駅から
直行便バスにて約35分

※学休日、土日の運行はしません。

■ JR 南草津駅から
南草津駅東口ロータリー
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近江鉄道バス「立命館大学行き」または立命館大学経由「飛島グリーンヒル行き」に乗り換え約20分
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077-561-5918

ファックス

077-561-2619

http://www.ritsumei.ac.jp/community_affiliations/shiga/
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