
共催｜立命館大学 Sustainable Week 実行委員会、
　　　立命館大学 COI アクティブ・フォー・オール拠点 ( 立命館大学・順天堂大学 )
後援｜滋賀県、草津市、草津市教育委員会、関西 SDGs プラットフォーム
協賛｜アシックスジャパン株式会社、大塚製薬株式会社、株式会社滋賀銀行、
　　　株式会社東大阪スタジアム、株式会社ビバ、国立研究開発法人科学技術振興機構、
　　　社系研究機構、立命館グローバルイノベーション研究機構
協力｜立命館大学 COMARS、TaBiwa+R、立命館大学料理サークル meRci、
　　　立命館大学 JAZZ CLUB Σ、立命館大学アコースティックギターサークル、NEXUS、
　　　Short Legs、いちばん星、立命館大学卓球サークル、
　　　特定非営利活動法人アイ・コラボレーション、滋賀県立障害者福祉センター、
　　　京都市障碍者スポーツ振興会、KYOTO UPS、まるごとファーム株式会社、
　　　認定 NPO 法人くさつ未来プロジェクト ( 順不同 )

SDGs(Sustainable Development Goals)とは︖

立命館大学と順天堂大学は、国立研究開発法人　科学技
術推進機構の「センター・オブ・イノベーション(COI)
」プログラムに、「アクティブ・フォー・オール拠点」
として採択されています。「運動」と「医療」で健康を
維持し、全ての人がアクティブになる未来を実
現すべく、開発と事業化を推進しています。

エキスポーツ2019では「誰ひとり取り残さない」社会
・地域をつくるために誰でも参加できる企画を多数実施
します。スポーツイベントやパラスポーツ体験等によっ
て、SDGsについての理解を深め、自分でもできること
を見つける機会を提供します。

立命館大学 COI アクティブ・フォー・オール拠点

立命館大学びわこ・くさつキャンパスを小さな地球と見
立て、学生主体の SDGs 体験型イベント「Sustainable 
Week」の運営を行っています。他にも、SDGs に関する
ワークショップや、企業様や行政と連携しながら企画を
しています。

立命館大学 Sustainable Week 実行委員会立命館大学 Sustainable Week 実行委員会

エキスポーツ 2019 とは︖エキスポーツ 2019 とは︖

2015年、国連は17の目標からなる”持続可能な開発目標
(SDGs)”を掲げました。SDGsは人間、地球、繁栄のた
めの行動計画です。

P I C K  U P !

もちすぽ

「もちすぽ」では、滋賀県甲賀市で作られたもち
米を使用した、もちつき体験とつきたてもちの販
売を行います︕是非、ご家族やお友達とおいしい
おもちを食べにきてください︕

11:00~15:00 @ フロンティアアベニュー

パラスポーツ体験企画
パラスポーツ体験 

車いすバスケ体験 [ 定員 ] 各回 10 名

車いすバスケットボールは一般的なバスケットボー
ルと同じようなルールで行われます。車いすを巧み
に操作し動き続け、時には激しいコンタクトプレー
も起こります。そんな車いすバスケットボールを一
度体験してみませんか︖

10:30~15:30　@1F アリーナ B 面（手前）

12:00~13:30,14:00~15:30　@1F アリーナ B 面（手前）

エキスポーツスペシャル講演 [ 定員 ] 50 名

ゲスト︓日野未奈子さん
（立命館大学院社会学研究科 )
リオパラリンピックで視覚障がい者マラソンラ
ンナーの伴走者として活躍された日野未奈子さ
んに、伴走者の役割やそこで得た経験をお話し
いただきます。

10:30~11:00 @ 2F ミーティングルーム

「スポーツ × 健康 ×SDGs を食から考える」をテーマに、滋賀めしに関
わる取り組み紹介、学生を交えたパネルディスカッションを行います。
協力︓滋賀県、東洋ライス株式会社、株式会社松尾商店
試食、提供品︓みずかがみ金芽ローカット玄米ごはん ( 東洋ライス㈱ )、
　　　　　　　フルーツドルチェ ソイリーツ ( ㈱松尾商店 )

食セミナー [ 定員 ] 50 名

14:15~15:45 @ 2F ミーティングルーム

監修海老 久美子教授 
( 立命館大学 スポーツ健康科学部 )

2024 年に滋賀県で開催予定の国民スポーツ大会・障害者スポーツ大会
で実施する競技のうち、ストラックアウトとホッケーを体験できます︕

Sustainable Week ホームページ
https://sustainableweek.org/≫

2019 年 5 月 26 日（日）
10:00 ～ 17:00（9:30 開場）
立命館大学 びわこ・くさつキャンパス
スポーツ健康コモンズ

立命館大学 Sustainable Week 実行委員
会は「立命館大学学友会登録団体」です。

エキスポーツ 2019
くさつ・しが SDGs 交流大会
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16:15~16:45

人や知識・可能性が集うキャンパスで
立命館らしい形で SDGs を表現する。

◆各企画には人数制限がございます。予めご了承ください。
◆リラックスコモンズ以外の館内での食事は原則ご遠慮ください。
◆イベント中に発生した参加者の発病や負傷に対して主催者は応急処置のみ行いますが、以後の 

責任は負いません。ただし、エキスポーツが加入している保険が適用される場合があります。

《1F》

閉会式

《2F》

協賛・後援団体
ブース

・滋賀県　・草津市　
・アシックスジャパン(株)
・大塚製薬(株)
・(株)滋賀銀行
・関西SDGsプラットフォーム
・(株)東大阪スタジアム

14:15~15:45

食セミナー
[監修]海老久美子教授

▶PICK UP!

10:30~16:00
健康×テクノロジー・筋活のススメ

生活の中で気づけば運動している未来を、
一足先に体験しよう︕あなたの生体信号を
音にする技術や、狙った場所にだけ音楽を
響かせる技術を紹介します。足腰を健康に
する「筋活」も体験してください︕

[主催] COI アクティブ・フォー・オール拠点

ライスボールセミナー

健康増進のためのテクノロジーを開発する
若手研究者によるお話を、おにぎりを食べ
ながら学ぼう︕
[主催]立命館グローバルイノベーション研究機構

12:30~14:00
SDGs×まちづくりワークショップ

地元でフィットネスクラブを運営する(株)
ビバのSDGs活用事例を紹介します︕ビュ
ーティフルハーモニー、スポーツの概念を
ツクリカエヨウ︕

[主催]株式会社 ビバ

10:30~11:30

コオーディネーション
トレーニング教室

ボールなどの道具を使って、楽
しみながら学校体育やあらゆる
スポーツにおける基礎能力の向
上ができます︕

[主催] 株式会社東大阪スタジアム

12:00~13:30,
14:00~15:30

車いすバスケ体験

▶PICK UP!

NPO法人アイコラボレーション

10:30~12:00

12:30~14:00

14:30~16:00③バスケットボール

②卓球

①バドミントン
[主催]NEXUS

[主催]立命館大学卓球サークル

[主催] Short Legs,いちばん星

大学生と一緒に身体を動かそう︕

11:15~12:15 [ 定員 ] 50 名

[ 定員 ] 50 名

[ 定員 ] 50 名[ 定員 ] 50 名

[主催]NEXUS

アリーナ A 面

ご来賓
・西嶋 栄治氏 ( 滋賀県副知事 )
・橋川 渉氏 ( 草津市長 )
・仲谷 善雄氏 ( 学校法人立命館総長 )

10:00~10:30
開会式

アリーナ

アリーナ B 面（奥）

10:30~15:30

パラスポーツ体験
[主催] 滋賀県

▶PICK UP!

アリーナ B 面（手前）

15:30~16:00
大縄大会 [定員] 50名

運動会や体育祭の定番
ともいえる大繩跳びに
初めて出会った人とチ
ームを組んで優勝を目
指そう︕

アリーナ B 面（全体）

ミーティングルーム

多目的スペース
SDGs×テクノロジー

立命館にやってきた追従ロボットをテーマに、青
空ワークショップを行います︕また、学生が開発
した不慮の事故をなくす自転車ブレーキシステム
が体験できるコーナーもあります︕

[主催] 立命館大学 COMARS

アクティブデッキ

《屋外》

11:00~12:00
ヨガ教室

ゆっくりとした動きやポーズとリラクゼー
ション、瞑想をして、日頃の疲れを取りま
しょう︕

[主催]株式会社 東大阪スタジアム

コモンズ前芝生

14:00~15:00
バランスボールでリフレッシュ

身体を使った親子レクリエーション。簡単
なダンスを覚えて楽しみます︕

[主催]認定NPO法人くさつ未来プロジェクト

AED

13:00~14:00

フロンティアアベニュー

11:00~16:00
フードコート

甲賀市の農家が作る揚げピザ、スパイス
薫るチキンカレー、つきたてのおもちを
提供します︕もちつきも体験しよう︕

[提供]TaBiwa+R、立命館大学料理サーク
ルmeRci、まるごとファーム株式会社

12:00~12:30

知るカフェ横
音楽ライブ

ビッグバンドによる迫力ある演
奏をお聞きください︕
② 立命館大学アコースティック
　 ギターサークル

弾き語りをします︕アコギの音
色や落ち着いた歌声で癒されに
来てください︕

12:00~12:30

13:00~14:00

① 立命館大学 JAZZ CLUB Σ

[ 定員 ] 30 名

[ 定員 ] 15 名

スポーツ交流企画

[ 定員 ] 20 名

10:30~16:00 [ 定員 ] 20 名

[ 定員 ] 30 名

[ 定員 ] 30 名
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