
■発掘現場で土坑を見て、風呂好きな僕
はバスタブを連想しちゃった！

　（石童子君）

■大学の施設ってこんなに充実していた
んだと再発見！もう一度学生に戻りたい
なぁと思いました（勉強は嫌だけど）　
（いづむ）

■実は「へぇ～」のライターは、春高出身者
です（TAD）

■若い方々の行動力に未来を感じました。
（たくし）

■改めて、大学と地域との連携した取組み
を知りました！ 茨木のまちで学生さんが
いろいろ遊んでくれるといいなぁ～♪

　（よんよん）

茨木市観光協会　http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

■歩程距離 ： 約１０㎞
■参加費 ： ３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切 ： 平成２７年５月１１日(月)

一の井堰や五社井堰など安威川水利を巡る
ほか、石山古墳や赤大路鴨神社を訪ねます。

安威川水利を訪ねてコース
平成２７年５月１７日(日) 5月 茨木の自然と新旧の街並み散策コース

平成２７年６月１４日(日) 6月 いばらき観光ウォーク　
観光ボランティアガイド募集！

■歩程距離 ： 約5ｋｍ
■参加費 ： ３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切 ： 平成２７年６月８日(月)

江戸時代の参勤交代の時に大名がよく利用し
た郡山宿本陣を見学する他、かつて城があった
とされる中穂積砦などを巡ります。

いばらき観光ウォーク参加者の皆
さんに、各ポイントにて説明をして
いただく、観光ボランティアガイド
さんを募集しています。

応募締切日までに往復ハガキ、またはメールにて代表者の郵便番号、住所、氏
名、電話番号、参加人数、希望コースをお書きの上、右記宛先までお送り下さい。

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法 〒５６７-０８８８ 茨木市駅前4-6-16 茨木市
市民総合センター2階　茨木市観光協会宛
メール w-info@ibaraki-kankou.or.jpいばらき観光ウォーク

「童子クンのブログ」
 で検索

観光協会事務局
などで配布予定です
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「音楽を通じて、まちを元気に！」という思
いで始まった茨木音楽祭（イバオン）。
今年も総勢１３０組以上のプロ・アマア
ーティストが大集結します。さらに美味し
いフード屋台や大人のバー、フリマやワ
ークショップなど大人から子どもまで一
日中楽しめるイベントです！

茨木の夏のお祭りと
言ったらコレ！今年も
茨木フェスティバルが
開催されます。詳しく
はHPでチェック！！

大阪いばらきキャンパス開設を記念し、茨木と立命館の
つながりを深めることを目的としたイベントを開催。立命
館大学生・茨木の団体によるステージ企画、飲食・物販
ブース、防災運動会、キャンパスツアーなどが予定されて
います。どなたでもご参加OK！みんなで新しいキャンパス
を見に行こう！！

　茨木商工会議所公認プロジェクト
として、サッポロホールディングス株式
会社、日世株式会社と立命館大学の
学生がコラボレーションして、茨木のご
当地ソフトクリームを開発中！開発した
ソフトクリームはキャンパス内のレスト
ラン「GARDEN TERRACE LION」
で販売予定です。

※詳しくは茨木市観光協会まで
　☎０７２-６４５-２０２０

　茨木市で採れたサツマイモを使った
料理やお菓子を市内店舗で販売し、
「サツマイモを茨木の名物にしよう！」と
始まった「茨木宙（そら）いもプロジェク
ト」。サツマイモを使ったレシピをお店に
提案するなど、食文化学科の学生もこ
のプロジェクトの一翼をになっています。

　過去に全国
の大学食堂ランキング

で全国第２位に選ばれた食堂は、メニュー
も豊富でお値段もリーズナブル！ ４階建て
の食堂棟にはカフェも併設されているの
で、ゆっくりお茶も楽しめます。天井も高く、
開放的な空間で食べるご飯は格別！！お腹
もお財布も大満足の食堂です。

　ガーデニング、育てる里山、まちライ
ブラリーなど、大阪いばらきキャンパス
では、市民と学生、教職員が共同で
様々な取り組みが進められています。
「大学の先生の話を聞く」だけではな
い、参加・実践型の新しいスタイルの
学びの機会を提供し、地域・大学連携
で茨木を盛り上げています。

　学内にある6階建ての図書館には
蔵書数約３７万冊の図書と約３,００
０種類の雑誌、そして約２万４０００点
の視聴覚資料（ＤＶＤ、ビデオなど）
が所蔵されています。学生さん以外
には「高校生以上の女性」がカウン
ターにて身分証明書を提出の上、利
用することができます。（閲覧のみ）

　「社会人ゼミ」に参加すれば、クラスによって年間１４回か30回実施される
必修科目の受講の他、公開講座・授業をしている経済学や数学、生物学など
４０を超える講座から興味のある選択科目を受講することもできます（受講科
目数には上限有り）。参加するには毎年２～３月の出願期間中に応募し、合
格することが必要です（受講料無料、本年度は募集終了）

発行日/平成27年5月1日
発行者/一般社団法人 茨木市観光協会　会長  山野　寿

茨木市駅前4-6-16 茨木市市民総合センター2階　TEL.072-645-2020
編集・制作　茨木市観光協会　情報誌プロジェクト茨木
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平成２７年５月５日 (火・祝 )
会場：中央公園南グラウンド他　全１９会場
※南グラウンドのみ５月５日、５月６日の
　２日間開催！

平成２７年７月２５日 (土 )、２６日 ( 日 )
会場：中央公園北・南グラウンドほか

平成２７年 5月 17 日（日）
会場：立命館大学大阪いばらき
　　　キャンパス・岩倉公園　

茨木市観光協会の窓口で登録できます。

■観光協会　電話：０７２-６４５-２０２０
■HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

年会費2,000円で茨木
市内の約80店舗で特典
サービスが受けられるフ
レンド会員カード。

■時間 ： 11時～（会場によりスタート時間が異なります）
■主催 ： 茨木音楽祭実行委員会
■観覧無料
■問合先 ： 茨木音楽祭実行委員会
　　　　　（TEL ０７２-６３８-３９１４ ※17時30分以降）　
■HP ： http://ibaon.jp/

■主催 ： 茨木フェスティバル実行委員会
■問合先 ： 茨木フェスティバル協会 (TEL ０７２-６２２-９２００)
■HP ： http://www.iba-fes.jp/

■主催 ： 茨木市、茨木商工会議所、立命館大学
■問合先 ： 立命館大学OIC地域連携課（℡072-665-2550）
■HP ： http://www.ritsumei.ac.jp/oic-opening/top/



茨木で最初の学校

　キャンパスと隣接する茨木市の防災公園
「岩倉公園」の間には塀がなく、キャンパス・公
園が一体感のあるデザインとなっています。街
の中を歩くような感覚で、子どもから大人まで、
地域の方が沢山キャンパスを訪れています。

　全国から集まった高校生が大学に
集結し、地域の観光資源のプレゼン
テーション力を競う「観光甲子園」が
本年度より追手門学院大学で開催
されます。予選を勝ち抜いた強豪校
が集まる本戦は、８
月２３日に開催決
定（一般観覧可
能）！野球に負けな
い熱い戦いを見に
行こう！！ 

　１８９４（明治２７）年に梅花女学校の
校長先生が体育の授業にバスケット
ボールを採用したのが、日本でバスケッ
トボールが行われた最初だと言われてい
ます。当時の学生さんは袴姿で試合をし
ていました！！

　大学ではまだ少ない
「女子ラグビー部」。「見て
いて楽しい、美しいラグ
ビーをしたい」と元日本代
表の後藤翔太監督が2013年から指導されて
います。綱田葵選手（茨木市出身！）と藤埜瑳
紀選手は、「絶対に このチームでタイトルを取
りたい！」と意気込み十分！ラグビー愛とその勝
利への情熱が感じられます。5月16日、17日は、
学内のグラウンドで大学女子７人制ラグビー
の大会が開催されます。もちろん普段の練習

風景も見学できま
すよ。日本一に向
かって頑張る選手
をみんなで応援し
ましょう！

　心理学科のアニマルセラピーコースに
て、大学専属セラピー犬として活躍してい
るスタンダードプードルの梅ちゃんと花ちゃ
ん。学生さんと一緒に福祉施設や幼稚園
を訪問するなど学内外で大人気なんです。
そんな２匹の住まいはなんと学内！！ お昼休

みなどには
キャンパスの
中央にある芝
生広場で仲良
く過ごしてい
るんですよ。

　児童文学科（現こども学科）の卒業生には
プロとしてデビューし活躍されている児童文学
作家や絵本作家さんがたくさん！ 初めて制作し
た絵本が「２００８年ニューヨークタイムズ・ベ
ストイラスト賞」に選ばれ、イギリスで活動され
ているコハラカズノさんも卒業生です。

　ホッケー部、バレーボール部、バドミントン部、応援団チ
アリーダー部・吹奏楽部が大阪いばらきキャンパスを拠
点として活動します。こ
の他にも、様々な学生
団体が地域と連携しな
がら活動予定。地域み
んなで応援しましょう！！

　1869（明治2）年、新しい時代を担う若者を育てるため、西園
寺公望が私塾「立命館」を創始。1900 （明治33）年には、文部
大臣時代の西園寺の秘書であった中川小十郎が、その意志を
引き継ぎ立命館大学の前身となる「京都法政学校」を設立、
1913（大正2）年には「私立立命館大学」と改称しました。
　「立命」というのは中国の古典「孟子」の盡心章（じんしんしょ
う）の一節にある「殀寿（ようじゅ）貳（たが）わず、身を修めて以

て之れを俟（ま）つは、命を立つる所以（ゆえん）なり」からとった
もので、「人間には、若死にする人もあれば、長生きする人もある
が、それはすべて天命で決められていることである。だから生きて
いる間はわが身の修養（勉強）に努めて天命を待つのが人間の
本分を全うすることなのである」という考えです。

　1888（明治21）年に大阪鎮台の司令官高島鞆之助中将が
大阪城三の丸の跡地に創設した西日本最古の私立小学校、
大阪偕行社附属小学校が学院の始まり。追手門(おうてもん)
の名は大阪城の表門の古い呼び名の「追手門」にちなんでつ
けられた。現在はこども園から大学・大学院までを擁する総合
学園として教育活動が行われています。
　追手門学院大学は、1966年に茨木市西安威の地に開学
し、2016年に創立50周年を迎えます。地域社会への貢献活動

の一環として生涯学習の場を提
供する社会人ゼミや公開講座・
授業開放なども行っています。

　1878（明治11）年に創設されて以来、１３７年の歴史を紡いで
きた大阪初の女学校。澤山保羅（さわやま ぽうろ）と協力者であ
る成瀬仁蔵（のちの日本女子大学創立者）ほか協会信徒有志ら
により、キリスト教主義教育を建学の精神とし、海外か
らの宣教師団によるミッション・スクールではなく、日本
人教会と生徒費用で運営される国内初の自給学校
「梅花女学校」として、大阪・土佐堀裏町十番地（現・
肥後橋交差点南西）に開校されました。学校開設には
保羅が1年前に設立し、牧師をつとめた浪花公会とそ

の母教会である梅本町公会（現・大阪教
会）の教会員の協力があったことから「梅
花」と名付けられました。その後、北野、豊中
と移転した後、１９６４（昭和３９）年に梅花
女子大学が茨木市宿久庄に開設。創立者
の愛の精神は長い時を経た今もなお学
生、教職員に脈 と々受け継がれています。

　キャンパス建設時の発掘調査で、１００基
を超える土坑が列状に並んだ状態で発見さ
れました。中に人骨やゴミもなく、何の目的で
掘られたのか関係者は首を傾げています。外
敵や害獣を防ぐためでもなく、考古ファンは
興味津々。※遺構の一
部は立命館いばらき
フューチャープラザ内
に展示されています。

9
　小学校では学制配布の翌年、明治6年（1873
年）、西郷隆盛らの「征韓論」が持ち上がっていた
頃、3月18日に初めて誕生したのが島下郡第２学区
第1番小学校。この学校が現在の茨木市立茨木小
学校で、校区は21ヶ村という広い範囲でした。同じ
年の7月25日に福井小学校の前進が設立されてい
ます。中学校では明治21年（1888年）島下高等小
学校として発足した現在の茨木市立養精中学校
（以下、養中）が最初です。高校は明治28年（1895

年）大阪府第４尋常中学校として設立された現在
の大阪府立茨木高等学校（以下、茨高）です。実
は、茨高と養中には入り組んだ関係があるのです。
1948年、進駐軍の軍政部によって新制中学を付設
する6年制の実験学校を春日丘高校（旧制茨木高
等女学校、以下春高）と茨高に適用させようとしたと
き、養中はそれぞれの高校に養精東中学校と養精
西中学校に分離して編入したという経緯がありま
す。この実験学校は１年で廃止され1年後には元の

養精中学に戻っています。また同じ年、茨高と春高
は男女共学に伴い茨高から355名の男子生徒が春
高に、一方、春高からは363名の女子生徒が茨高に
移り、教職員の交流もあったということです。この二
つの高校は伝統的に姉妹校のような交流を続けて
いるようです。

※駐車場あり。JＲ茨木駅、阪急茨木市駅からはスクールバスが運行してい
ます。大学を利用される方はどなたでもスクールバスの乗車ができます。

■住所：茨木市西安威２－１－１５

※一般の方向けの駐車場、バイク置場はありません。また、立命
館いばらきフューチャープラザ利用者用の駐輪場がありますが、
台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用
いただきお越しください。

■住所：茨木市岩倉町２－１５０

※自家用車での来校はできません。JＲ茨木駅、阪急茨木市駅からは
スクールバスを利用して下さい

■茨木市宿久庄２－９－５

ちょっとひといき~。
各大学のいろんな特徴
や取組みをご紹介
するよ♪
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1913（大正2）年には「私立立命館大学」と改称しました。
　「立命」というのは中国の古典「孟子」の盡心章（じんしんしょ
う）の一節にある「殀寿（ようじゅ）貳（たが）わず、身を修めて以

て之れを俟（ま）つは、命を立つる所以（ゆえん）なり」からとった
もので、「人間には、若死にする人もあれば、長生きする人もある
が、それはすべて天命で決められていることである。だから生きて
いる間はわが身の修養（勉強）に努めて天命を待つのが人間の
本分を全うすることなのである」という考えです。

　1888（明治21）年に大阪鎮台の司令官高島鞆之助中将が
大阪城三の丸の跡地に創設した西日本最古の私立小学校、
大阪偕行社附属小学校が学院の始まり。追手門(おうてもん)
の名は大阪城の表門の古い呼び名の「追手門」にちなんでつ
けられた。現在はこども園から大学・大学院までを擁する総合
学園として教育活動が行われています。
　追手門学院大学は、1966年に茨木市西安威の地に開学
し、2016年に創立50周年を迎えます。地域社会への貢献活動

の一環として生涯学習の場を提
供する社会人ゼミや公開講座・
授業開放なども行っています。

　1878（明治11）年に創設されて以来、１３７年の歴史を紡いで
きた大阪初の女学校。澤山保羅（さわやま ぽうろ）と協力者であ
る成瀬仁蔵（のちの日本女子大学創立者）ほか協会信徒有志ら
により、キリスト教主義教育を建学の精神とし、海外か
らの宣教師団によるミッション・スクールではなく、日本
人教会と生徒費用で運営される国内初の自給学校
「梅花女学校」として、大阪・土佐堀裏町十番地（現・
肥後橋交差点南西）に開校されました。学校開設には
保羅が1年前に設立し、牧師をつとめた浪花公会とそ

の母教会である梅本町公会（現・大阪教
会）の教会員の協力があったことから「梅
花」と名付けられました。その後、北野、豊中
と移転した後、１９６４（昭和３９）年に梅花
女子大学が茨木市宿久庄に開設。創立者
の愛の精神は長い時を経た今もなお学
生、教職員に脈 と々受け継がれています。

　キャンパス建設時の発掘調査で、１００基
を超える土坑が列状に並んだ状態で発見さ
れました。中に人骨やゴミもなく、何の目的で
掘られたのか関係者は首を傾げています。外
敵や害獣を防ぐためでもなく、考古ファンは
興味津々。※遺構の一
部は立命館いばらき
フューチャープラザ内
に展示されています。

9
　小学校では学制配布の翌年、明治6年（1873
年）、西郷隆盛らの「征韓論」が持ち上がっていた
頃、3月18日に初めて誕生したのが島下郡第２学区
第1番小学校。この学校が現在の茨木市立茨木小
学校で、校区は21ヶ村という広い範囲でした。同じ
年の7月25日に福井小学校の前進が設立されてい
ます。中学校では明治21年（1888年）島下高等小
学校として発足した現在の茨木市立養精中学校
（以下、養中）が最初です。高校は明治28年（1895

年）大阪府第４尋常中学校として設立された現在
の大阪府立茨木高等学校（以下、茨高）です。実
は、茨高と養中には入り組んだ関係があるのです。
1948年、進駐軍の軍政部によって新制中学を付設
する6年制の実験学校を春日丘高校（旧制茨木高
等女学校、以下春高）と茨高に適用させようとしたと
き、養中はそれぞれの高校に養精東中学校と養精
西中学校に分離して編入したという経緯がありま
す。この実験学校は１年で廃止され1年後には元の

養精中学に戻っています。また同じ年、茨高と春高
は男女共学に伴い茨高から355名の男子生徒が春
高に、一方、春高からは363名の女子生徒が茨高に
移り、教職員の交流もあったということです。この二
つの高校は伝統的に姉妹校のような交流を続けて
いるようです。

※駐車場あり。JＲ茨木駅、阪急茨木市駅からはスクールバスが運行してい
ます。大学を利用される方はどなたでもスクールバスの乗車ができます。

■住所：茨木市西安威２－１－１５

※一般の方向けの駐車場、バイク置場はありません。また、立命
館いばらきフューチャープラザ利用者用の駐輪場がありますが、
台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用
いただきお越しください。

■住所：茨木市岩倉町２－１５０

※自家用車での来校はできません。JＲ茨木駅、阪急茨木市駅からは
スクールバスを利用して下さい

■茨木市宿久庄２－９－５

ちょっとひといき~。
各大学のいろんな特徴
や取組みをご紹介
するよ♪



■発掘現場で土坑を見て、風呂好きな僕
はバスタブを連想しちゃった！

　（石童子君）

■大学の施設ってこんなに充実していた
んだと再発見！もう一度学生に戻りたい
なぁと思いました（勉強は嫌だけど）　
（いづむ）

■実は「へぇ～」のライターは、春高出身者
です（TAD）

■若い方々の行動力に未来を感じました。
（たくし）

■改めて、大学と地域との連携した取組み
を知りました！ 茨木のまちで学生さんが
いろいろ遊んでくれるといいなぁ～♪

　（よんよん）

茨木市観光協会　http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

■歩程距離 ： 約１０㎞
■参加費 ： ３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切 ： 平成２７年５月１１日(月)

一の井堰や五社井堰など安威川水利を巡る
ほか、石山古墳や赤大路鴨神社を訪ねます。

安威川水利を訪ねてコース
平成２７年５月１７日(日) 5月 茨木の自然と新旧の街並み散策コース

平成２７年６月１４日(日) 6月 いばらき観光ウォーク　
観光ボランティアガイド募集！

■歩程距離 ： 約5ｋｍ
■参加費 ： ３００円（観光協会会員は２００円）
■応募締切 ： 平成２７年６月８日(月)

江戸時代の参勤交代の時に大名がよく利用し
た郡山宿本陣を見学する他、かつて城があった
とされる中穂積砦などを巡ります。

いばらき観光ウォーク参加者の皆
さんに、各ポイントにて説明をして
いただく、観光ボランティアガイド
さんを募集しています。

応募締切日までに往復ハガキ、またはメールにて代表者の郵便番号、住所、氏
名、電話番号、参加人数、希望コースをお書きの上、右記宛先までお送り下さい。

いばらき観光ウォーク 応 募 方 法 〒５６７-０８８８ 茨木市駅前4-6-16 茨木市
市民総合センター2階　茨木市観光協会宛
メール w-info@ibaraki-kankou.or.jpいばらき観光ウォーク

「童子クンのブログ」
 で検索

観光協会事務局
などで配布予定です
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「音楽を通じて、まちを元気に！」という思
いで始まった茨木音楽祭（イバオン）。
今年も総勢１３０組以上のプロ・アマア
ーティストが大集結します。さらに美味し
いフード屋台や大人のバー、フリマやワ
ークショップなど大人から子どもまで一
日中楽しめるイベントです！

茨木の夏のお祭りと
言ったらコレ！今年も
茨木フェスティバルが
開催されます。詳しく
はHPでチェック！！

大阪いばらきキャンパス開設を記念し、茨木と立命館の
つながりを深めることを目的としたイベントを開催。立命
館大学生・茨木の団体によるステージ企画、飲食・物販
ブース、防災運動会、キャンパスツアーなどが予定されて
います。どなたでもご参加OK！みんなで新しいキャンパス
を見に行こう！！

　茨木商工会議所公認プロジェクト
として、サッポロホールディングス株式
会社、日世株式会社と立命館大学の
学生がコラボレーションして、茨木のご
当地ソフトクリームを開発中！開発した
ソフトクリームはキャンパス内のレスト
ラン「GARDEN TERRACE LION」
で販売予定です。

※詳しくは茨木市観光協会まで
　☎０７２-６４５-２０２０

　茨木市で採れたサツマイモを使った
料理やお菓子を市内店舗で販売し、
「サツマイモを茨木の名物にしよう！」と
始まった「茨木宙（そら）いもプロジェク
ト」。サツマイモを使ったレシピをお店に
提案するなど、食文化学科の学生もこ
のプロジェクトの一翼をになっています。

　過去に全国
の大学食堂ランキング

で全国第２位に選ばれた食堂は、メニュー
も豊富でお値段もリーズナブル！ ４階建て
の食堂棟にはカフェも併設されているの
で、ゆっくりお茶も楽しめます。天井も高く、
開放的な空間で食べるご飯は格別！！お腹
もお財布も大満足の食堂です。

　ガーデニング、育てる里山、まちライ
ブラリーなど、大阪いばらきキャンパス
では、市民と学生、教職員が共同で
様々な取り組みが進められています。
「大学の先生の話を聞く」だけではな
い、参加・実践型の新しいスタイルの
学びの機会を提供し、地域・大学連携
で茨木を盛り上げています。

　学内にある6階建ての図書館には
蔵書数約３７万冊の図書と約３,００
０種類の雑誌、そして約２万４０００点
の視聴覚資料（ＤＶＤ、ビデオなど）
が所蔵されています。学生さん以外
には「高校生以上の女性」がカウン
ターにて身分証明書を提出の上、利
用することができます。（閲覧のみ）

　「社会人ゼミ」に参加すれば、クラスによって年間１４回か30回実施される
必修科目の受講の他、公開講座・授業をしている経済学や数学、生物学など
４０を超える講座から興味のある選択科目を受講することもできます（受講科
目数には上限有り）。参加するには毎年２～３月の出願期間中に応募し、合
格することが必要です（受講料無料、本年度は募集終了）

発行日/平成27年5月1日
発行者/一般社団法人 茨木市観光協会　会長  山野　寿

茨木市駅前4-6-16 茨木市市民総合センター2階　TEL.072-645-2020
編集・制作　茨木市観光協会　情報誌プロジェクト茨木
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平成２７年５月５日 (火・祝 )
会場：中央公園南グラウンド他　全１９会場
※南グラウンドのみ５月５日、５月６日の
　２日間開催！

平成２７年７月２５日 (土 )、２６日 ( 日 )
会場：中央公園北・南グラウンドほか

平成２７年 5月 17 日（日）
会場：立命館大学大阪いばらき
　　　キャンパス・岩倉公園　

茨木市観光協会の窓口で登録できます。

■観光協会　電話：０７２-６４５-２０２０
■HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

年会費2,000円で茨木
市内の約80店舗で特典
サービスが受けられるフ
レンド会員カード。

■時間 ： 11時～（会場によりスタート時間が異なります）
■主催 ： 茨木音楽祭実行委員会
■観覧無料
■問合先 ： 茨木音楽祭実行委員会
　　　　　（TEL ０７２-６３８-３９１４ ※17時30分以降）　
■HP ： http://ibaon.jp/

■主催 ： 茨木フェスティバル実行委員会
■問合先 ： 茨木フェスティバル協会 (TEL ０７２-６２２-９２００)
■HP ： http://www.iba-fes.jp/

■主催 ： 茨木市、茨木商工会議所、立命館大学
■問合先 ： 立命館大学OIC地域連携課（℡072-665-2550）
■HP ： http://www.ritsumei.ac.jp/oic-opening/top/
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