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※BBP (Beyond Borders Plaza)
　14 日のみ飲食スペースを設けています。

ACCESS  会場までのご案内

〒525-8577 滋賀県草津市野路東１丁目 1−1

立命館大学びわこ・くさつキャンパス 

JR 南草津駅で近江鉄道バス
「立命館大学行き」または
「飛島グリーンヒル行き」に乗り換え後

約 20 分

京阪
中書島駅

JR
大阪駅

JR
京都駅

JR・近鉄
奈良駅

JR
三ノ宮駅

「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」

近江鉄道バス
約 20 分

約 50 分

約 20 分

（京都駅経由）

約 70 分

直行便バス
約 35 分

（平日のみ。学休日、土日祝は運行しません。）

約 70 分

◆来校には公共交通機関を
　ご利用ください。

CAMPUS MAP Sustainable Week 2018

留学生の日本での生活を人生ゲーム
から学ぼう

時間｜16：30 ～ 19：30
主催｜Why Japanese People

Why Japanese People

SDGs ボードゲームで遊ぶ

時間｜16：30 ～ 19：00
主催｜SOIL&SOUL

ぼどげであそぼ

世界の貧富の格差をゲームを通じて
疑似体感する
時間｜( 日 )16：30 ～ 18：00
　　　( 月・火 )14：40 ～ 16：10
主催｜アイセック滋賀大学委員会

貿易ゲーム

小中学生英語プレゼンテーション

時間｜11：00 ～ 12：30
主催｜STEP

STEP×Education

渦輪についての説明と効果の見学

時間｜( 日・火 )13：30 ～ 15：30
　　　( 月 )9：00 ～ 11：00
主催｜建築環境・設備系研究室

渦輪を体験しよう！

学内にメッセージ付きステッカー設置
ブースでアンケートにお答え頂いた方に
ステッカープレゼント！！
ブース設置時間｜12：00 ～ 18：00
主催｜問題解決は SDGs を理解した後で
　　　実行委員会

BKC を本当に地球に
見立ててみた！

花王の製品を用い、
手洗いを通して水の大切さを学ぶ

時間｜11：00 ～ 14：00
主催｜Handwasher

SDGs Handwasher

人工イクラ、色変化麺の作成

時間｜13：30 ～ 17：00
主催｜ライフサイエンス研究会

食と科学の
イリュージョン !?

イノベイティブなアイデア
創出型カードゲーム

若者へ SDGs の必要性を訴えかける
SDGs カードゲームで遊ぼう

時間｜14：00 ～ 18：00
主催｜SDGs Global Youth Innovators

時間｜15：00 ～ 18：00（売り切れ次第終了）

主催｜Ein Stück Projekt
費用｜100 円

SDGs17 色がパフェになる⁉
① SW 内の企画にてパフェの具材引換券をもらう
② 引換券をアーク１F のブースに持ってくる
③ パフェを購入する

#SW パフェで SNS に投稿しよう！！

1 日目
スタンプ欄

２日目
スタンプ欄

３日目
スタンプ欄

One Piece Project
Stage１F
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受付

後援ブース

ステージ

エレベーター前

ステージ

エレベーター前

ピロティ

滋賀県産の食材を使ったおにぎりを
中高生と販売

時間｜12：00 ～ 16：00（売り切れ次第終了）

主催｜TaBiwa+R
費用｜100 円～

びわこカフェ

BKC 内の樹木説明看板設置、
クイズラリー
景品交換｜( 日 )13：00 ～ 18：00
　　　　　( 月・火 )12：20 ～ 12：50
              　　　　　　16：20 ～ 17：50
主催｜Ritree( 緑化プロジェクト )

探して答えよう
Ritree ラリー

カウンター

※裏面にタイムスケジュールを記載しています。

ゲーム企画
＠BBP in セントラルアーク 2 階

メイン会場：
セントラルアーク 1 階

新しい視野を
ー学べ、起業家精神ー

BKC インキュベータ入居企業様講演会
時間｜( 月 )16：20 ～ 18：00
　　　( 火 )16：30 ～ 17：00
主催｜BKC インキュベータ
　　　インターン生 28 期

時間｜12：00 ～ 16：00（売り切れ次第終了）

費用｜500 円
主催｜立命館大学 Sustainable Week 実行委員会

いかなる宗教の人も一緒に食べることができる SDGs カレーの開発、提供
※この企画は 2018 年 3 月 11 日に実施された SDGs の達成に

　向けて活動する大学生を集めたコンテスト「大学 SDGs 

　ACTION!AWARDS」( 朝日新聞社主催 ) にて、グランプリに

　選ばれました。

誰一人取り残さない SDGs カレー

https://sustainableweek.org/

Information

当日の雨天時対応などの連絡はホームページと SNS からご確認ください。

ご質問等がございましたらホームページよりお問い合わせ下さい。

ホームページはこちら→

＠SustainableWeek sustainableweek_bkc＠RitsBKCSDGs

Towards Sustainable Week 2018 立命館大学 Sustainable Week 実行委員会

SDGs showcase!

Sustainable Week は学生主催の SDGs 

体験型イベントで、今年で 2 回目を迎

えます。学内の団体やサークルに所属

する学生が BKC を“小さな地球”と捉え、

自身の問題意識に対する解決策を考え

実践します。そして学生団体の組織の
枠を超えた連携でお互いの強みを活かした企画を行います。

2018 年は「We are SDGs leaders,」のテーマのもと、多くの団体が協力し

て BKC に SDGs の波を巻き起こします！

学生自身が所属組織の持続可能性について
深く考え、自己表現する機会の提供

立命館大学びわこ・くさつキャンパスから
社会課題解決に向けた提言

時代・社会・人の変化に対応できる
サステイナブルキャンパスの実現

１

２

３
SDGs に興味がある学生や運営に携わり
たい学生、参加団体の代表者から構成さ
れており Sustainable Week の運営を
行っています。SDGs の認知を広げ、理
解を深めるためのイベントや企業とのコ
ラボ企画なども実施しています。当団体

Sustainable Week の行動指針

は「2018 年度学びのコミュニティ集団形成助成金」と「滋賀県内大学
SDGs 普及促進等支援補助金」の採用団体です。 

セントラルアークに SDGs showcase が設置されました！！ SDGs17 個

の目標や Sustainable Week の紹介、その他 SDGs に関する活動について

の説明などを展示しています！ぜひご覧ください！

2018年6月に開催されたTowards 

Sustainable Week 2018では大学生を中

心に高校生や会社員、行政職員がチーム

を組んで企画を立案しました。5つの企

画全てが花王株式会社の協賛を得て実

現に至りました。
Sniff Sniff / BKC を本当に地球に見立ててみた！ / Why Japanese People /
One Piece Project / SDGs Handwasher

協賛企画

香りの世界地図を作ろう
香りつきシールの配布
時間｜( 日 )13：30 ～ 15：30
　　　( 月・火 )12：00 ～ 15：00
主催｜Topas

Sniff Sniff

※校内は全面禁煙

噴水前

セントラルアーク

エポック立命 21

ユニオンスクエア

スポーツ健康コモンズ

イーストウイング

BBP↗
BBP↗

→

 SDGs を体験してみよう！
SDGs：持続可能な世界を実現するための目標

主催｜立命館大学 Sustainable Week 実行委員会
当日の緊急連絡先｜sustainableweek@gmail.com
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Sustainable Week 2018 開会式 特別企画
「知事・副総⻑と考える私たちのミライ」



←
正

門

メイン会場：

セントラルアーク
※裏面に詳細

メイン会場：

セントラルアーク
※裏面に詳細

【主催】
立命館大学 Sustainable Week 実行委員会

【協賛】
花王株式会社 / 株式会社滋賀銀行 / 草津市国際交流協会（KIFA）

【後援】
滋賀県 / 大津市 / 草津市 / 一般社団法人 環びわ湖大学・地域コンソーシアム / 株式会社YUIDEA / 
関西SDGsプラットフォーム/ 滋賀経済同友会 / たねやグループ / マスク・D・フリッツ /
立命館サステイナビリティ学研究センター / 立命館地球環境委員会

【参加協力団体】
アカペラサークル Song-genics / 音響工学研究会 / カラーガードサークル LUSTER / 
建築環境・設備系研究室 / 生命科学部自主ゼミ団体Ritree（緑化プロジェクト）/
問題解決はSDGsを理解した後で実行委員会（花王株式会社）/
立命館大学国際平和ミュージアム /立命館大学AVA / 
立命館大学 BKCインキュベータ インターン生28期 /立命館大学ライフサイエンス研究会 /
立命館大学ロボット技術研究会（minibar） / All In One Laboratory /
Ein Stück Projekt （花王株式会社） / FB+1 / Handwasher（花王株式会社） / OECD学生大使_立命館 / 
Soda /SOIL&SOUL / STEP～Science & Technology English Presentation～ /
TaBiwa+R（NPO法人 グローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ 滋賀キャンプ）/
Topas（花王株式会社）/ Why Japanese People（花王株式会社・草津市国交流協会KIFA）

【学外参加協力団体】
アイセック滋賀大学委員会 / SDGs Global Youth Innovators  /
NPO法人 グローバルな学びのコミュニティ・ 留学フェローシップ 滋賀キャンプ

     　　（掲載順　順不同・2018年10月2日現在）　

開会式・

　　　　特別企画

閉会式 @ アーク 1F

SDGs キャラバン !
＠エポックホール

＠コモンズ 2F 多目的スペース

スポーツ健康コモンズ

噴水前広場

バイオマスプラスチックを利用した
キーホルダーの設計，作製，消費

時間｜13：00 ～ 18：00 
主催｜AIOL

持続可能な生産と
消費サイクルの体験
(PLA キーホルダーづくりを通じて )

アンプ製作、試聴　※予約制です。
時間｜( 月 )18：00 ～ 21：00
　　　( 火 )18：00 ～ 19：00
主催｜音響工学研究会
費用｜500 円

アンプ製作会

時間｜( 日 )12：30 ～ 18：00
　　　( 月 )18：00 ～ 19：00
主催｜ロボット技術研究会

大学生が作った様々なロボットに
触れよう

Robotics に触れよう !

自転車発電を用いたステージショー
（雨天時はアーク 1F で開催 )

時間｜12：20 ～ 12：50
主催｜LUSTER, Song-genics

Sustainable Week
Show 2018

ポスター・写真の展示、スポーツ体験

時間｜( 日 )13：00 ～ 17：00
　　　( 月 )11：00 ～ 16：00
場所｜コモンズ前芝生
主催｜立命館大学 AVA

大学スポーツにおける
ジェンダー平等

体幹トレーニングとエアロビクス、
運動継続のための動画配信
時間｜( 月 )16：15 ～ 17：00
　　　( 火 )8：00 ～ 8：45
場所｜2F 多目的スペース
主催｜FB+1

コアロビから始まる
"Health Days"

エポックホール

SDGs キャラバン！

次世代の SDGs リーダーを募る！

時間｜13：30 ～ 14：40
費用｜無料
主催｜Sustainable Week 実行委員会

SDGs に関する講演・ディスカッション
懇親会（ユニオン 2F)　※予約制です。
時間｜革新者創造部会 16：30 ～ 18：30
　　　懇親会 18：40 ～ 20：00
費用｜無料 ( 懇親会参加は有料 )
主催｜滋賀経済同友会

革新者創造部会

みらい KIDS にぎわい交流事業
成果物の展示

時間｜12：00 ～ 17：30 
主催｜草津市中心市街地活性化協議会

みらい KIDS にぎわい
交流事業成果物展示会

①

太平洋戦争中、国内唯一の地上戦
であった沖縄戦の写真展示

時間｜12：00 ～ 17：30 
主催｜立命館大学
　　　国際平和ミュージアム

過去に学び、今を生きる

②

OECD が提供するデータベース
「OECD iLibrary」の活用法を

ポスター・プレゼンで伝える

時間｜12：00 ～ 18：00 
主催｜OECD 学生大使 _ 立命館

あなたのレポート・論文に
説得力を持たせる

「OECD iLibrary」活用術

③

All In One Laboratory ( イーストウイング 1F)

②

①

③

④

入口受付

至 ユニオンショップ

花王国際こども環境絵画コンテスト
の入賞作品を展示

時間｜12：00 ～ 17：30 
主催｜花王株式会社

花王国際こども環境絵画
コンテスト入賞作品展 in 立命館

④
ユニオンホール

ユニオン 1 階←
正

門
←

正
門

※出演団体・出展企画などは変更になる場合があります。

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

SDGs とは

SDGs の繋がりを意識

People & Partnership

人と人とが協力し、未知で多様性のある世界を作り出そう！

Prosperity

馴染みのない世界を旅することから、関心を呼び起こす

やさしい世界を創るためにすべての人に環境と平和の大切さを知ってもらう

Planet & Peace

持続可能な開発目標 (SDGs：Sustainable 

Development Goals) とは、2015 年 9 月の

国連サミットで採択された 2030 年までの

国際目標です。持続可能な世界を実現する

SDGs は People( 人間 )、Prosperity( 豊かさ )、Planet( 地球 )、Peace( 平和 )、

Partnership( パートナーシップ ) の 5 つに分類されています。

Sustainable Week では、今回、この 5 つの分類に基づいてチーム分けし、

チームごとに目標を設定して団体間でのつながりを大事にしています。

ための 17 のゴールと 169 のターゲットから構成されており、地球上の誰

一人として取り残さないことをスローガンとして掲げています。

所属するサークルやクラブ活動だけでなく、自身で開催
するイベントも、簡単に全ての人に共有することが出来
ます。今回、Sustainable Week で開催される全てのイベ
ント情報は、Soda で見られるようになっています。

大学生のためのイベント共有サイト Soda

⑤

SDGs に関する図書を紹介し合い、
互いに SDGs に関する知識を深める

時間｜17：00 ～ 18：15
主催｜Sustainable Week 実行委員会

SDGs ビブリオバトル！

⑤

懇親会 @ ユニオンスクエア 2F

STEP×Education
＠アーク 1F

立命館大学びわこ・くさつキャンパス
Sustainable Week 2018 MAP

14 日
( 日 )

14 日
( 日 )

15 日
( 月 )

15 日
( 月 )

16 日
( 火 )

16 日
( 火 )

←出口

Handwasher
＠アーク外
　ピロティ

渦輪を体験しよう
＠アーク 1F

渦輪を体験しよう
＠アーク 1F

SDGs ビブリオバトル !
＠ユニオンホール

Robotics
に触れよう !

@AIOL

貿易ゲーム
＠BBP

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

8:00

　　司会：⼾簾 隼⼈ 　Sustainable Week 2017 チームリーダー

　登壇者：三⽇⽉ ⼤造　滋賀県知事

　　　　　仲谷 善雄　学校法⼈⽴命館 副総⻑

　　　　　森 雅貴 　NPO 法⼈ グローバルな学びのコミュニティ
　　　　　　　　　　　    留学フェローシップ 滋賀キャンプ事業責任者

　　　　　切⽥ 澄礼 Sustainable Week 2018 実⾏委員⻑

Sustainable Week 2018 開会式 特別企画
「知事・副総⻑と考える私たちのミライ」

テーマ：SDGs in 滋賀
　　　　　〜未来のリーダーをどのように育成するのか～

Sniff Sniff
＠アーク１F

びわこカフェ
＠アーク１F

食と科学の
イリュージョン⁉

＠アーク 1F

イノベイティブな
アイデア創出型

カードゲーム
＠アーク 1F

企業ブース
＠アーク 1F

アンプ製作会
@AIOL

Robotics に
触れよう !
@AIOL

大学スポーツにおける
ジェンダー平等

＠コモンズ前芝生

コアロビから始まる “Health Days”

誰一人取り残さない
SDGs カレー

＠アーク外ピロティ

BKC を本当に
地球に

見立ててみた！
＠アーク 1F

持続可能な生産と
消費サイクルの体験
(PLA キーホルダー
づくりを通じて )
＠AIOL

展示企画
＠ユニオンホール

One Piece 
Project

＠アーク 1F

サービスに関するご質問は Twitter の @firstbumpofrice に DM、または
https://sodaevent.com 内のお問い合わせページからご連絡ください。当日の雨天時対応などの連絡はホームページと SNS からご確認ください。

新しい視野を
- 学べ、起業家精神 -＠アーク 1F

Sustainable Week
Show 2018＠噴水前

ぼどげで
あそぼ
＠BBP

コアロビから始まる “Health Days”
＠コモンズ 2F
多目的スペース

革新者創造部会
＠エポックホール

新しい視野を
- 学べ、起業家精神 -
＠アーク 1F

Why Japanese
People
＠BBP

アンプ製作会
@AIOL

貿易ゲーム
＠BBP

Sniff Sniff
＠アーク１F

探して答えよう
Ritree ラリー
＠アーク 1F

景品交換
( 日 )13:00~18:00
( 月・火 )12:20~12:50
                  16:20~17:50

あなたのレポート・論文に
説得力を持たせる

「OECD iLibrary」活用術
@ ユニオンホール大学スポーツにおける

ジェンダー平等
＠コモンズ前芝生渦輪を体験しよう

＠アーク 1F
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