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なお、購入された本には、「古本募金により集まった寄付で
購入した」ことが分かるシールを貼付。
手に取った学生・生徒・児童たちに、ご支援いただいた方々
の想いが少しでも届いてほしいという願いを込めています。

●活用事例

読み終えた本の買取額を寄付金として活用し、
新しい図書の購入に役立てる古本募金活動を2013年度より実施しています。

附属校のNEWS

立命館宇治中学校・高等学校

台湾 IT大臣 オードリー・タン氏と対談
6月21日（月）、高校3年生の駒井毬乃さん・日詰琴梨さんが「ELLE girl 
Next LAB vol.4デジタルの力で環境問題は解決できる？」（ファッション
雑誌「ELLE」主催のオンライン企画）に出演しました。本企画は、台湾のIT
大臣を務めるオードリー・タン氏に、環境問題の解決に向けたSNSやデジタル
プラットフォームを活用したアイデアを発表し、意見交換を通じて環境問題への
具体的な取り組み方法を学ぶものです。環境問題に取り組む全国の生徒・
学生団体が応募、オーディションの結果、早稲田大学・関西学院大学・立命

館宇治高等学校の3グループが
発表者に選ばれました。駒井さん
と日詰さんは、廃棄野菜（規格外 
野菜）の活用をテーマに英語で 
発表、「規格外の野菜を使って染色
した生地で、若いアーティストに
服を作ってもらい、その収益を
彼らに還元する」というアイデア
が特に優れていると、タン氏から 
コメントをいただきました。

立命館小学校

「第24回全国児童生徒地図優秀作品展」で 
国土交通大臣賞を受賞！
3月7日（日）、国土交通省
国土地理院が開催した「第
24回全国児童生徒地図優
秀作品展」において、松井葵
さん（当時：小3）の作品が
最優秀賞にあたる「国土交
通大臣賞」を受賞しました。
下水道の方式の違いに着
目し、自宅から身近な2地域間を比較して「水害から街を守る下水道MAP～
雨水やコロナの手洗い水はどこに行くの？～」を制作。烏丸通を境に東西で
水の流れが異なることを発見し、平面図と断面図を組み合わせたマップを制
作した点などが審査員から高く評価されました。

学校法人立命館 総務部 寄付事務局
〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町 1番地  

TEL: 075-813-8110   FAX: 075-813-8119   E-mail: rgiving@st.ritsumei.ac.jp

2013年10月 立命館小学校 1～6年生の必読書（43冊）
2014年8月 立命館大学 衣笠・BKC図書館  英語多読本・日本語学習教材（307冊）
2015年2月 立命館小学校 児童たちからリクエストを募り選定した図書（34冊）
2017年3月 立命館大学 OIC図書館  学生アンケートを募り選定した図書（470冊）
2018年3月 立命館小学校 児童たちからリクエストを募り選定した図書（31冊）
2019年3月 立命館小学校 児童たちからリクエストを募り選定した図書（41冊）
2020年3月 立命館小学校 児童たちからリクエストを募り選定した図書（16冊）
2021年2月 立命館大学 衣笠・BKC・OIC図書館  文学賞受賞小説・実用書等（990冊）
2021年3月 立命館小学校 児童たちからリクエストを募り選定した図書（4冊）

333,868冊 （7,433,534円）  7,183名 2013年4月～2021年8月 実 績

立命館中学校・高等学校

日本生物学オリンピックで銅メダルを獲得！
2020年12月に開催された日本生物学オリンピックにて、秋岡皇輝さん（当時：
高3）が銅メダルに輝きました。日本生物学オリンピックは、20歳未満で
大学入学前の青少年を対象とした全国規模の生物学に関するコンテストです。
例年、8月下旬に本選（全国大会）が行なわれるところ、新型コロナウイルス
感染拡大のため、12月20日（日）に開催され、立命館高校から4名の生徒が
出場しました。本校生徒による日本生物学オリンピックでのメダル獲得は、
通算7人目となりました。

立命館守山中学校・高等学校

日本初 カナダとのオンライン・ダブルディプロマプログラムが 
スタート
立命館守山高校では、カナダの高校卒業資格（以
下、ディプロマ）を取得できるダブルディプロマ
プログラムがスタートしました。カナダ・オンタ
リオ州の教育プログラムをオンラインで受講し、
オンタリオ州と日本、2つのディプロマ取得を目
指すものです。カナダのオンライン・ダブルディ
プロマプログラムの設置は日本初です。

立命館慶祥中学校・高等学校

スペースロボットコンテスト Real Water 部門 優勝！
4月4日（日）、福島県南相馬市で開催された「第17回スペースロボットコンテ
スト（SRC17）」のReal Water部門で、駒野生光さん（中2）が優勝しまし

た。この競技は、深さ2mの水槽に水中
ドローンを沈め、機体に取り付けた重り
を着底とともに分離、機体を再浮上させ
る間にセンサーで水温・水圧などの情報
を計測・解析してグラフで提出するもの
です。水中ドローンの制作とプログラミ
ングは選手自身が行ない、提出された
分析結果が評価対象となります。



新型コロナウイルスの感染拡大は社会に大きな影響を及ぼし、国内外で、多くの方々が亡くなられたり、病気と闘っておられます。
立命館大学は、亡くなられた方々に心からの弔意を表すとともに、感染された皆様の一日も早い回復を願っています。
また、非常に困難な状況下で医療や社会生活を支えてくださっている皆様のご努力ご尽力に、心から敬意を表します。
立命館は、学生の生命・安全・健康を守ることを第一としたうえで、教育と研究を継続するという社会的責任を果たしてまいります。

新型コロナウイルス禍でのキャンパスライフ

対面授業
立命館大学では、対面授業が友人との出会い
や交流を深める大切な機会であると考えてい
ます。感染防止対策の徹底を大前提として、
対面授業を実施できる機会を増やします。

Web 授業
全教室にWebカメラ・スピーカーを設置し、
無料LANアクセスポイントも増設するなど、
Web授業を効果的に受講できるよう、キャン
パスの環境整備を行ないました。

対面＋Web 授業
健康面の不安や家族への感染の懸念など、様々な事
情により対面授業に参加できない場合、ライブ配信
や講義動画のストリーミング配信など、キャンパス外
からも授業に参加できるように配慮しています。

感染状況にあわせた柔軟な授業形態

立命館大学では新型コロナウイルス禍においても
「誰一人取り残さない」という決意のもとに、新しい
キャンパスライフの創造に取り組んでいます。キー
ワードは「つながり」。キャンパスでのリアルな交
流を第一に考えつつ、Webを活用した多様なネット
ワークを確立して、すべての教育をバージョンアップ
します。また、クラブ・サークル活動については、感染
防止対策が徹底できると認められた団体に限り、
規模や内容を制限した活動を認め、200を超える
団体が活動を再開しています。

新型コロナウイルス感染拡大による厳しい状況が続くなか、本学に温かいご支援を賜りました
皆様に、心より感謝申し上げます。 今年度は、新型コロナウイルス禍による家計急変やアルバイト就労
ができなくなったなどの理由で生活の維持が困難となっている学生・大学院生・留学生2,491名に、
「緊急学生支援金」として1人あたり3万円を8月末に支給することができました。 この先の収束が
見えないなかで、学生などに対する経済的支援制度の拡充などを進めていくうえでは、学園財政
としての支援とともに、卒業生や教職員、そして日頃から学校法人立命館の教育研究活動にご理解
ご支援いただいております皆様の温かい御志を得て、学生支援を進めたく存じます。

「緊急学生支援金」ご寄付のお礼と実績のご報告

ご寄付の実績（2021年 8月31日までの入金実績）

件数 金額

個人 3,624 件 116,153,854 円

法人・団体 75 件 48,764,879 円

合計 3,699 件 164,918,733 円

平素は立命館学園の教育研究に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界は急激に変化を遂げる転換点に立っています。

私たちは、歴史を辿る重要性を多としつつも、先を見通す“想像力”そして“戦略性”を一層高めることが

重要であることを再認識し、大学・教育機関としての責任を果たしていく決意を新たにしております。

今後も学園を挙げて、教育・研究にさらに精進を重ねる所存でございますので、

変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ

学校法人立命 館 理事長

立命館大学・大学院 入学式を挙行

ワクチン接種

4月2日（金）、2021年度立命館大学・大学院入学式を挙行しました。今年度は9,586名の新入生が入学しました。
また、4月4日（日）には、2020年度入学生 立命館大学・大学院入学式を挙行しました。昨年度は中止という苦渋の判断を行なったため、1年（半年）
遅れの開催となりましたが、2020年度入学生をあらためて歓迎しました。
入学式では、感染防止対策を徹底のうえで出席者を新入生・新2回生に限定し、各キャンパスで複数回に分けて式典を行ないました。またキャンパス
で出席できない方に向けて、式典の様子をインターネットでライブ配信しました。

7月5日（月）～9月30日（木）、学校法人立命館は学園
全体で新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施
しました。新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる
社会的要請に応え、地域自治体におけるワクチン接種
の負担軽減などに貢献するとともに、本学園の学生・
生徒・児童、教職員、学園関係者の健康と安全を守り、
学校生活を安心して送れるよう取り組んでいます。



2 0 2 0 年度実績報告

Report

皆様からいただきましたご支援についてご報告いたします。2020年度は総額約11.9億円の温かいご支援を頂戴しました。

［寄付金額の推移］

［2020 年度 寄付受入状況］
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※2016年度は新図書館建設にあたり高額の寄付をいただきました。
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寄付受入状況の推移（2010〜2020年度）

寄付者数と金額の内訳

個人寄付の広がり 継続的な寄付の広がり

寄付者の年齢分布 （立命館大学）

R2030 希望に満ちた未来につながる社会を目指して

Topics

2030年カーボンニュートラルを目標として設定

学校法人立命館は、2030年にカーボンニュートラル・キャンパスの実現を目指すことを決定しました。昨今、環境問題や環境負荷軽減への
社会的関心は、より一層高まっています。国内外を問わず、自治体・産業界をはじめ各分野においてカーボンニュートラル達成目標の公表や
取り組み内容などの検討が進められているなか、大学に対しても大きな期待が寄せられています。文部科学省・経済産業省・環境省などに
よって立ち上げられた「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」は5つのワーキング（ゼロカーボン・キャンパスWG、
地域ゼロカーボンWG、イノベーションWG、人材育成WG、国際連携・協力WG）で構成され、本学は「ゼロカーボン・キャンパスWG」では
広島大学・千葉商科大学とともに幹事大学を務めています。立命館は、これまでの環境負荷軽減やSDGsへの取り組みをさらに高度化・
進展させ、社会的貢献・社会共生価値のさらなる創出を図るため、カーボンニュートラル・キャンパスの実現を目指します。

R2030広報におけるタグラインを決定！

今年度から始動した「R2030チャレンジ・デザイン」において、社会的に発信し、立命館がめざすビジョンと方向性の浸透をはかることを
通じて、学園のブランドを確立してまいります。

CO₂排出量削減イメージ
※電気の排出係数は、電気事業者連合会による2030年度目標値（0.37kgCO₂/kWh）を使用
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2015排出量
より22％減 〈カーボンニュートラル計算の考え方〉

❶＋❷＋❸によりカーボンニュートラルを達成
さらに、❹によりカーボンネガティブを達成

2050年に向けて、脱炭素技術開発
への貢献にも取り組み、さらなる
購入量削減を推進※

現状
（2019排出量）

■メインコピー「Futurize.」
2030年にむけたこの先10年は、いままで以上に変化が激しく、予測困難で、正解
のない世界となるでしょう。そんな時代に必要とされるのは、未来への意志。これ
までの常識や枠組み、固定観念にとらわれることなく、むしろそれを疑い、未来の
あるべき姿を提起していく。そんな姿勢を学生・教職員へと示し、一人ひとりの意志
ある挑戦を喚起し続けていくことを意図して、このコピーを開発しました。また
同時に、社会とステークホルダーに向けて、理想の未来に向けて挑戦する立命館
像を示し、研究・教育の両面で求心力を生み出していくことも意図しています。

■日本語サブコピー「きみの意志が、未来。」
正解のない世界だからこそ、一人ひとりの個性や価値観を
起点にした多様な挑戦が発露されることが重要となりま
す。さらに、それらの挑戦が混ざり合うことで、これまでに
ない新しい価値は生み出されるものです。立命館が育んで
きた多様性を尊重するカルチャーをますます発展させ、
未来に向けて挑戦する学生・教職員の背中を押すべく、
このサブコピーを添えました。



学生の活躍

Success of students

男子・女子陸上競技部が大活躍！

徳岡凌選手 壹岐あいこ選手 松尾李奈選手 山本亜美選手 工藤芽衣選手

〈地域貢献活動〉  “きぬがさ農園 ”を地域と大学の架け橋に！

2020年5月、衣笠キャンパス京都衣笠体育館の西側に位置する旧聖ヨゼフ修道院跡地に「きぬがさ
農園」が誕生しました。学生団体「Kreis（クライス）」が中心となり、キャンパスの落ち葉を堆肥化した
腐葉土を使い、学生や教職員、地域住民とともに季節の野菜や草花を育てています。農業に詳しい地域
の方から基礎知識を学び、近隣の小学生と一緒に腐葉土づくりを行ない、地域住民や立命館みらい保育
園の園児たちと野菜を収穫するなど、地域とのつながりのなかで活動しています。昨年度は約13,000ℓ分
もの落ち葉を腐葉土に変えました。オクラやカボチャなど無農薬で育った野菜は、立命館生協の食堂
で提供されました。代表の阿部桃子さん（国際関係学部3回生）は「“Kreis（クライス）”は、ドイツ語で
『つながり・縁・輪』という意味です。地域、大学、学生がつながること、キャンパス内の資源を循環させる
こと、それを実現していくことが私たちの役目です」と語ります。

男子・女子陸上競技部

第33回全国大学弓道選抜大会 
6年ぶり4度目の優勝！

6月26日（土）～27日（日）、東京で行なわれた「第33回全国大学
弓道選抜大会」において、男子団体競技で2015年以来、6年ぶり

4度目の優勝を果たしま
した。大会は5人1チーム
で1人4本の矢を射て、計
20射の的中数を競います。
決勝の法政大学戦では、
20射皆中、20-18で優勝
に輝きました。

弓道部（男子）

第40回全日本大学ホッケー王座決定戦 
創部以来初の2連覇！

7月11日（日）、「第40回全日本大学ホッケー王座決定戦（以下、
王座決定戦）」の決勝戦が立命館OICフィールドで行なわれ、ホッ
ケー部（女子）が優勝
し、創部以来初の王座
決定戦2連覇を達成し
ました。また、2021年
度関西学生ホッケー
春季リーグでも優勝
しています。

ホッケー部（女子）

2021日本学生陸上競技個人選手権
開催期間：6月4日（金）～6日（日）
［男子110mH］ 1位 徳岡凌選手（スポーツ健康科学部4回生）
［女子200m］ 1位 壹岐あいこ選手（スポーツ健康科学部3回生）
［女子400m］ 1位 松尾季奈選手（スポーツ健康科学部3回生）
［女子400mH］ 1位 山本亜美選手（スポーツ健康科学部1回生）

第105回日本陸上競技選手権大会
開催期間：6月24日（木）～27日（日）
［女子400mH］ 1位 山本亜美選手（スポーツ健康科学部1回生）

第37回U20日本陸上競技選手権大会
開催期間：6月24日（木）～27日（日）
［女子400mH］ 1位 工藤芽衣選手（食マネジメント学部1回生）

写真提供：月刊陸上競技

未来を切り拓く研究者

Reseach

筋肉量の少ない人は、糖尿病や心疾患に注意を!?
コロナ禍によって、人々の運動量や活動量が低下しているといわれ
ている。その影響について、藤田聡・スポーツ健康科学部教授は、
筋肉量の減少につながり、健康に対するリスクの増大が懸念される
と警告する。
「ある研究によると、1日あたり7000歩程度歩いていた人が、意図
的に歩数を2000歩程度に減らして2週間継続したところ、脚の筋
肉量が約4％減ったという結果が出ました。わずか4％と思われる
かもしれませんが、筋力トレーニングを3カ月間続けても、増える脚
の筋肉量は3～4％ですから、歩数減少の影響は極めて大きいとい
えます。また、筋肉量が少なくなると、食後の糖質を蓄える場所がな
くなるので、血糖値が上がったままの状態を防ぐために、肝臓で糖
質を脂肪に変換するようになります。その結果、筋肉量の少ない人
は中性脂肪やコレステロール値も高くなって、長期的には糖尿病や
心疾患のリスクを上げる可能性があると指摘されています」

筋肉は「脂肪の分解」「認知機能」「骨代謝」にも 
関係する臓器だった
さらに筋肉は、ホルモンに似た生理活性物質の分泌も担っている。
筋肉を維持することは、我々の想像以上に健康を守ることにつなが
ることが、明らかになりつつある。
「筋肉が分泌する生理活性物質を総称して“マイオカイン”と呼びま
す。現在、数百種類が確認されていて、脂肪や骨の代謝・認知機能
などに関係します。最近では、筋肉を保つことが肌の健康にもいい
という研究結果も発表されています。筋肉を維持することは、QOL
（Quality of Life）を高めるための大きな役割を担っているといえ
るでしょう」

普段の朝食に、たんぱく質食品を1品プラスする
健康を守る大切な筋肉を維持するには、たんぱく質の摂取が欠か
せない。そもそも現代日本人の食生活は、たんぱく質を十分に摂
れていないのだという。研究によると日本人の多くは、年齢や性別
に関係なく、朝食でのたんぱく質の摂取が筋肉を作るために必要と
される20gに達しておらず、平均的な摂取量は12g程度に留まって
いる。
「私のアドバイスは、普段の朝食に“手の平”にのる1品を足すことで
す。たとえば、卵のたんぱく質は6～7gなので、1個足せば約20gに
なります。ギリシャヨーグルトには1カップあたり10gも入っている
ものもあります。料理の品数を増やすことは大変ですが、食品を1つ
足すことは比較的取り組みやすいのではないかと考えています」

shiRUto「筋肉量の減少が糖尿病・心疾患の原因に!?タンパク質不足を改善し
筋肉を維持する朝食のコツ」https://shiruto.jp/life/2690/（公開日：2021年
7月23日）の一部を改訂して掲載。

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

筋肉量の減少が 糖尿病・心 疾患の原因に !?
たんぱく質不足を改善し筋肉を維持する朝食のコツ

スポーツ健康科学部教授  藤田 聡




