What is this?

この箱の名前は、
「Peer Box
（ピアボックス）」。

発見する。気づく。ひらめく。

イスになり、机になり、棚になり、
ホワイトボードにもなる。
OICのいろんな場所に、全部で250個も！

「新しい」に出会える

みんなが自由な発想で、楽しく学べる空間を形づくっています。
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Welcome to
OIC Commons
立命館大学大阪いばらきキャンパス
（OIC）
には、

Flexibility
Variety
「学び」
を選ぶ、
「学びたい」
が広がる
OIC Commonsの各空間は、
レクチャー、

多様な学びの共有空間
〈Commons コモンズ〉
がいっぱい。

ディスカッション、グループワーク、
プレゼ

「キャンパス全体がラーニング・プレイス」
という環境だから、

ンテーションなど、
さまざまな学習スタイル

いつでも、
どこでも、誰とでも学び合えるのです。
あなたもぜひキャンパスを歩き、
その魅力を体験してください！

カタチを変える、
「学び」
が生まれる
OIC Commonsでは、学生自身が独自の
ラーニング・プレイスを創ることを追求。
Peer Boxやホワイトボード、
テーブルなど
を活用し、学びの環境を自由に変えつつ、新
しいアイデアを導きます。

に対応。学生が主体となり、
アクティブな学
びを展開できます。

Network
ネットにつなぐ、
「学び」
がつながる
OICの全館で無線LANにアクセスでき、学
生たちは多様な情報機器を活用できます。
自分のパソコンや共用パソコンを駆使しな
がら、
ネットワークを通じてアイデアが発展
し、学びが進化します。

OIC Commons

OIC Commons

Concourse to future

このサークル
オモシロそう！
このイベントも
行ってみたいな

③

④

Wonderful Concourse!
① ②イスやテーブルを随 所に配 置 。自然と人が集い、会 話が生まれます。
③通りを行き交う人々、座って語らう人々、読書や自習をする人々…オープンで
爽やか、
どこにいても過ごしやすいキャンパスです。④壁一面のホワイトボード

全長200mのConcourse、OICのメインストリートから新しい日々が始まる！

は、学生たちの書き込みで大盛況。OICの活気ある雰囲気が伝わってきます。
⑤Concourseの中央でポスターセッションを開催。
どこでも学びの場になります。

キャンパスの1〜4階に広がる、全長200m、最大幅18mのConcourse
（コンコース）
。
教室やCommonsなど各空間と有機的につながり、OIC Commonsの
「幹」
として機能している大空間です。
多様なアクティビティにあふれ、歩くたびに新しい感動に出会うことができます。

①

②

⑤
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Intellectual
Communication
いつも、心地いい。
何気ない会話の中に、
ヒラメキが舞い降りる。
OICには、
学生たちが授業の合間の休憩や、
演習の準備などに自由
に使用できる開放的なCommonsがたくさんあります。
各空間は、
アクティブな学習をサポートする工夫がいっぱい。
くつろぎながら
議論をブラッシュアップしたり、
学びのスタイルに合わせてテーブ
ルやイスを動かしたり。
インテリアも使い方次第で、
新しい発見や
ヒラメキを生み出すきっかけになるのです。
そして仲間との知的な
コミュニケーションが深まり、
楽しく学び合うことができます。

みんなが
向かい合って
笑顔を咲かせる
花丸テーブル

大木に囲まれて
想像力が広がる空間

使い方さまざま
自由な学びのスペース

PS-Lounge

BA-House

成長、広がりを意味した
「大木」
と、
旧校舎のアーチを表現した政策科
学部のラウンジ。靴を脱いでくつろ
げる畳の間は、学生たちに人気の
交流スポットです。

「アイデアをカタチにする」
という
経営学部のテーマを、ブロック状
のソファなどで表現。
「家」
をコンセ
プトに創られた、いつも居心地の
良いラウンジです。

新しい出会いにワクワク
毎日が楽しくなる
Student Lounge

OIC Commons

空のプラザ
憩いのオアシスがたくさんあるの
も、OICの魅力です。広い空、豊か
な緑に抱かれて、心も体もリラック
スします。

青空のテラスで
風に吹かれながら
リフレッシュ！

OIC Topics
学生自身が、
Commonsを企画

学部を越えて、
自由に交流・協同学

学部の特色を活かしたキャンパス

習ができるスペース。
さまざまな形
状のテーブルやイスを組み合わせ
て、学生たちが賑やかに活動して
います。

を創るため、学生同士がさまざま
な意見交換をしながら企画に参
加。
そのコンセプトが、空間や家具
に反映されています。

OIC Commons

Learning Commons
in Library

Active Learning
with ICT

一人でも、
グループでも
いろんな学び方ができる
図書館のコモンズ。

いつでも、
どこでも
生きた
「学び」
がつながる
ICT環境。

大きな窓から岩倉公園を臨む、
やさしい光に包まれた図書館。洗

現代の学習環境に不可欠なのが、
コンピュータや情報ネットワー

練された階層で、読書や調べものにゆったりと取り組むことがで

クを連携させたICT*環境。OICでは、各教室に70インチの大型

きます。
また協同学習スペース
「ぴあら」
では、集めた図書資料を

タッチディスプレイを設置。
さらに、
自分のパソコンからプリント

その場で広げ、仲間と議論やグループワークを行うことも可能で

できる複合機、大判ポスターの印刷機、映像編集機材、
プロジェ

す。
このように静的な学びはもちろん、動的な学習スタイルにも

クターなどのICT機器を整備しています。だからこそ、学生自身

対応した家具や機器が充実。時が経つのを忘れるほど過ごしや

がアクティブな学びを深化させ、
これからの社会に必要な創造

すく学びやすいCommonsです。

力・表現力を磨き、高めることができるのです。
＊ICT…Information & Communication Technology

①

座ってみたい！
窓辺のステキな
AVコーナー

チームで面白く学べる
アクティブな学習空間

いま必要な情報を
スマートに入手できる

ぴあら
（Peer Learning Room）

ICT環境
（キャンパス全域）

図書館の蔵書や資料を持ち寄った
り、
パソコンとモニターを連動した
り。
目的や人数に合わせて、学びの
レイアウトを変えながら最適なグ
ループ学習が行えます。

建物内は、
どこでも無線LANに接
続可能。Commonsの随所に、情
報モニターや共用パソコンを配置
し、授業や課外活動を効率良くサ
ポートしています。

120人収容の
大空間で
ダイナミックに
学びが広がる！

②

OIC Commons

好奇心がふくらむ
ゆとりと憩いの図書館

高次元のICT環境から
新しい感動がゾクゾク

OICライブラリー

①ラーニングシアター／
②ICT-Lab.

明るく開放的な図書館で、心地よ

多 様な映 像・音 声 編 集ができる

く読書や研究に集中できます。約
1 1 0 0 席の余 裕ある閲 覧 席を設
置。
窓際の個人ブース、
屋上ガーデ
ンの読書スペースもおすすめ。

ブースや、
そこで作り込んだものを
発表するシアター空間。日々進化
するICTの技術を気軽に学び、活
用できる環境が整っています。

OIC Commons

Borderless
Collaboration

地元に暮らす
人生の先輩たちに
会えるCommons

留学生、
ビジネスマン、
地域の人たちと協働し、
新しい世界を開こう。
OICでは、
「アジアのゲートウェイ」
「都市共創」
「地域・社会連携」
の
教学コンセプトを実現するためのCommonsを設け、
さまざまなイ
ベントやプロジェクトを開催しています。
このキャンパスを訪れる
と、
大学は学生だけのものではなく、
あらゆる人たちを迎え入れ、
有
意義に学び合える場所であることを実感できます。
そして、
学生とし
てこの大学で経験したボーダレスな交流と協働は、
卒業した後の
人生で、
かけがえのない財産となって活かされることでしょう。
①
②

世界の人々と出会い
未来の自分にときめく

ひらめきLounge（大学院生）
院生のために創られた、上質な雰
囲気が漂うラウンジ。見晴らしの
良い眺望で、知性と感性を研ぎ澄
ませる空間です。

大学院で学ぶのが
すごく楽しみ！

OIC Topics

iCommons

各空間のサインも、
学生が考案

国際交流や語学学習などを目的
としたCommonsです。モダンな
家具に囲まれたカフェのような雰
囲気で、留学相談や国際交流パー
ティーなども楽しそう。

学生たちがワークセッションを重
ねて、Commonsの各空間の特色
を示すロゴマークを制作。25の正
方形で構成されたロゴが、校内に
サイン展開されています。

企業や地域の人々と
笑顔あふれる体験を
①まちライブラリー／
②R-AGORA
OICでは市民や企業、自治体等
と連携・協働したさまざまなプロ
ジェクトを実施。
キャンパスの枠を
越えて多様なコミュニティで活動
を推進することで、学生の学びの
機会を拡げ、豊かな地域・社会づく
りに貢献しています。
ホームページで随時公開中！
OIC プロジェクト紹介

OIC Commons

OIC Commons

