立命館地球環境委員会では、学内の省エネルギー・省資源化を推進し、キャンパスの持
続可能性を高めるため、学生・生徒・児童の皆さんからアイディアを募集します。
応募いただいたアイディアは委員会にて選考し、最優秀のアイディアについて表彰
します。また最優秀アイディアは、次年度以降、地球環境委員会の取り組みとして内容
調整のうえ具体化します。今回は『持続可能な環境と健康』について募集します。
★ 立命館地球環境委員会とは？
⇒ 立命館全キャンパスの省資源化を推進する学内機関。学校法人としての規模の拡大とともに、環境負荷の
増大が問題となり、学園全体のエネルギー使用量を把握し、省エネの取組を推進する機関として、2010
年度に発足しました。
【参考】立命館地球環境委員会 HP（eco+R エコール） http://www.ritsumei.ac.jp/rs/eco/

1．募集内容
立命館の学生・生徒・児童および教職員に対し、省エネ・省資源化を意識させ、持続
可能な社会づくりに貢献するアイディアを募集します。
今回のテーマは『持続可能な環境と健康』です。環境にやさしいライフスタイルの提案
や、私たちがキャンパス内で健やかに活動できる環境の提言など、様々なアイディアが
寄せられることを期待しています。
2．応募資格
学校法人立命館に在学している、学生（院生）、生徒、児童。
＊グループでの応募可。複数応募可（ただし、受賞は 1 点限り）
。受賞の有無に関わらず過去にご応募
いただいた方も応募可。

3.

応募方法
応募用紙に必要事項を記入し、添付資料とともに各キャンパスの窓口に、申請者本人
（グループであれば代表者）が提出してください。なお、本人確認を行いますので、
学生証（生徒証）を提示してください。
＜提出窓口＞
衣笠キャンパス
学生オフィス（衣笠）
びわこ・くさつキャンパス
学生オフィス（BKC）
大阪いばらきキャンパス
学生オフィス（OIC）
朱雀キャンパス
管財課
APU
スチューデント・オフィス
附属校
各附属校事務室
＊応募用紙 1 枚につき 1 作品とします。なお、応募用紙は下記サイトからもダウンロードが
できます。http://www.ritsumei.ac.jp/rs/eco/
＊添付資料にも、氏名・所属を必ず明記してください。
＊電子データを提出する場合、CD-R 等の記録媒体に保存し、
応募用紙と一緒に提出してください。
拡張子は以下のものを使用してください。
（書類：pdf, ppt 写真：jpeg 動画：wmv 等 Windows で再生できるもの）

4．応募締切
2017 年 10 月 13 日（金）各キャンパス窓口終了時刻まで

＊郵送等不可

5．審査方法・審査基準
（1）審査方法
① 書類審査（1 次選考）
ご提出いただいた応募書類をもとに、書類審査を行います。審査過程で必要と判断した
場合、応募内容について電話またはメールにて問合せをすることがあります。
審査結果は、10 月 31 日（火）までに応募用紙にご記入いただくメールアドレスに
お知らせします。
② プレゼンテーション審査（最終選考）
最終選考では、プレゼンテーション審査を行います。詳細は、書類選考結果通知時に
あわせて連絡します。
また、最優秀賞受賞者には、11 月下旬頃に立命館大学びわこ・くさつキャンパスにて
開催予定の「第 9 回立命館地球環境委員会シンポジウム」にて、自らのアイディアに
ついてプレゼンテーションをしてもらう予定です。
（2）審査基準
審査は以下の点を重視し、立命館地球環境委員会事務局または委員による合議の上、
総合的に審査します。
・提案の目的が明確で、それの達成が期待できる具体的な内容であること。
・本学キャンパスの構成員（学生、生徒、児童、教職員）に対して訴求力が高いこと。
・学生らしく発想がユニークであること。
・公序良俗に反しないこと。
・第三者の権利を侵害しないこと。
注意事項
・ご応募いただいた資料、作品、データは返却しません。
・何らかの第三者の権利を侵害する作品は、応募できません。
・ご応募いただいたアイディアの中で、最も優秀なものを最優秀賞として表彰し、次年度
以降に具体化します。その際、立命館地球環境委員会の判断により、必要に応じて編集・
修正等ができるものとします。
・個人情報は、本コンテストの審査と審査結果の通知、その他情報発信のみに利用します。

7．過去の応募事例
第 1 回（2014 年度）

テーマ：水資源

・
「心に語りかけるポスター」（立命館慶祥中学 2） ＜最優秀賞＞
・
「Save Water ロゴマーク」
（立命館大学経営 4）
・
「ECO ミストキャンペーン」（立命館大学産社 3）

最優秀賞のポスター作品。各キャンパスの
トイレ・手洗い場・教職員用の給湯室などに
掲示されています。

第 2 回（2015 年度）

テーマ：ペーパーレス

・
「An Integrated Plan for a paperless Campus」
（APU アジア太平洋 4）＜最優秀賞＞
・
「HERO BOX」（APU 国際経営 3）
・
「学生主体のペーパーレス」（立命館大学産社 1）

最優秀賞は、紙の減量・再利用・リサイクルに
関する提案でした。

第 3 回（2016 年度）

テーマ：ゴミの削減

・
「ペットボトルの削減を促すマイボトル＋R」
（立命館大学生命科学 3）＜最優秀賞＞
・
「Tray less dining with one plate」（APU アジア太平洋 3）
・
「Smart-workshop」
（APU 国際経営 2）

最優秀賞のマイボトルを用いたゴミの削減に
関する提案。具体化の第 1 弾として、2017 年
7 月 17 日より、BKC にてオリジナルマイ
ボトルを 200 本配布しました。

8．お問い合わせ先
学校法人立命館 財務部管財課
TEL:075-813-8168 MAIL:ritseco@st.ritsumei.ac.jp

サステイナブルキャンパス・アイデア・コンテスト 応募用紙
Application Form for Sustainable Campus Idea Contest
Applicant

Information

■応募者情報記入欄
フリガナ
name

氏

名

Student ID Number

学生証番号/生徒証番号
University / School

大学/学校

College / School

学部/研究科
Grade / Year

回生/学年
Contact Number

連絡先

TEL
Mail

*グループで応募する場合、代表者の氏名と括弧書きで団体名を記載し、裏面にメンバー全員を記入してください。
When entrying as a group, please write down representative person`s name, a group name in blacket, and
member`s names on the back.
Context of application

■応募概要記入欄

Attach

detailed

materials

and

resources

Free style

（詳細のわかる資料を別途作成し、添付すること。 ※様式自由）

Theme

テーマ

Points of this proposition

提案のポイント

Expected effect

期待する効果

＜

切

り

取

り

＞

サステイナブルキャンパス・アイデア・コンテスト受付表 (Registration paper)

フリガナ
Name

氏

名

＜注意事項＞
・ご応募いただいた資料、作品、データは返却しません。
・何らかの第三者の権利を侵害する作品は、応募できません。
・ご応募いただいたアイデアの中で、最も優秀なものを最優秀賞として表彰し、次年度以降に具体化を行います。
その際、立命館地球環境委員会の判断により、必要に応じて編集・修正等ができるものとします。
・個人情報は、本コンテストの審査と審査結果の通知、その他情報発信のみに利用します。
(Note)
・Materials, products, and data submitted for this contest will not be returned.
・Products that violate the third party in some aspects will not be accepted.
・The most outstanding idea among applications will be awarded and brought into an actual shape in AY2017 or
later. As a process of realization, when the committee judged, some amendment and correction of the product

受付印

■グループメンバー情報記入欄 (Information of Group members)

Name

氏名

University/School

大学/学校

College / School

学部/研究科

Grade/Year
回生/学年

Student ID Number

学生証番号/生徒証番号

