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就職活動とは自分の理想像のシミュレー
ション
̶そもそも就職活動とは何なのか？
大島さん：一番勘違いされやすいのが就職活動と
いう言葉です。就職するための活動と考えると大
抵うまくいきません。働いた事のない人間が、働
くということの中でやりがいをどう見つけていく
かが重要です。自分はどういうフィールドで自己
実現を果たすべきなのかを考えること、そして世
の中について知る活動が、いわゆる就職活動なの
ではないでしょうか。もっと端的に言えば、就職
活動とは自分の理想のプロフェッショナル像のシ
ミュレーションをすることです。

̶まず何をするべきか？
大島さん：経済的に自立していく覚悟をすること
ですね。「仕方がないから働く」のではなく、そ
の覚悟の上で、働くことそのものを楽しもうとする
ことです。楽しむためには好奇心を持つことが大事
です。好奇心を持つためには、まずは様々なビジネ
スモデルを知ることだと思います。その中でも楽し
んでいる人の話を聞くとよいと思います。仕事を楽
しんでいる人というのは必ず会社のビジョンを語
ります。これから会社が新たに挑戦していくことを
語ります。ビジョンは企業によって様々ですから、
活き活きとしたそれらの話を聞くことでさらなる
好奇心を掻き立てられるでしょう。

̶会社のビジョンを知るには？
大島さん：実際に働いている人に話を聞くのが一
番です。企業説明会では会社のビジョンについては
必ず触れます。また、会社のホームページでも会社
のビジョンに注目しましょう。採用情報よりも見
るべきはビジョンです。会社のやってきたこともも
ちろんですが、これからやることに注目する方が

自分の将来の理想像をイメージしやすいのではな
いでしょうか。
12月から学内企業セミナーを実施
̶会社のビジョンや楽しいことを聞き出す方法とは？
大島さん：企業の人が楽しんでいることに興味を
もつことです。そのために重要なのはアウトプット
を意識したインプットです。企業の説明の後にその
内容を他の誰かに説明する、という前提で話を聞
く姿勢が大切ですね。

̶うまい質問の仕方は？
大島さん： アウトプットのひとつは質問をするこ
とです。 誰でもできる質問はポイントの確認の質
問です。自分の知らないことやわからないことを聞
くのではなく、「重要なポイントはココですよ
ね？」というような自分の理解が正しいかどうか
を確認する質問です。話し手が伝えたいことは何か
を注意しながら聞きましょう。そのうえで確認の
質問をすれば、もっと具体的にその点について
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就 活 前 線 が や っ て く る
経団連の倫理憲章により、今年は例年と比べて2ヶ月遅れで新卒採用活動が始まる。12月、大阪市立大学で
も就職活動とその支援活動が本格化する。Hijicho大阪市立大学新聞では『就職活動』というテーマで12月
号と1月号にわたり記事を連載する。今回は学生支援課就職担当の大島禎さんにお話を伺った。

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

写真＝取材を受ける大島さん (鶴木写す)

写真＝大島さん (鶴木写す)



語ってくれるはずです。多くの企業の社内研修で
は「ほう・れん・そう(報告・連絡・相談)」の重要
性を説きますが、これも理解のギャップを埋める
ことで仕事の制度を上げることを目的としていま
す。この「ほう・れん・そう」を学生時代から習
慣づけておくことも大切です。

̶学内企業セミナーの有効な活用法とは？
大島さん：色んな大学が就職対策講座として行っ
ていることは、この学内企業セミナーに参加する
ことで自然と身に付きます。面接の練習にもなり
ますし、スーツを着てきたら企業訪問のシミュ
レーションにもなります。例えばコートはいつど
こで脱げばいいのかなどのビジネスマナーも指導
します。多くの大人と仕事の話をすることで、
様々なストレス耐性もつきます。また、自分のスキ
ルアップの場にもなります。例えば、会社の人のプ
レゼンを見て、間のおきかた、話を聞いてわかり
やすいところ・わかりにくいところ、など模範例
を多く見られる機会はとても貴重です。このような
成長こそ将来の自分の理想像に近づくための活動
です。そして結果的に就職につながるのです。

̶1,2回生は？
大島さん：学内企業セミナーは誰でも入場可能な
ので1,2回生も参加してみると良いと思います。先
に述べたように成長の場として学内企業セミナー
はうってつけです。将来の自分の理想像に近づく
ような成長は、とにかく勉強することによって成
されます。ゼミの中でも課外活動の中でも構いま
せん。今直面している壁をどうやって越えていく
か、その問題解決方法を自責化して考え抜くこと
が大切です。
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写真＝大島さん (鶴木写す)

エントリーシートと面接
̶エントリーシートや面接で気をつけることは？
大島さん：志望動機、自己分析、過去の話。この3
つをこの順番で関連づけて考えることが重要で
す。自分の理想像を描ける会社について、会社の
ビジョンに共感できる部分から志望動機をまとめ
ます。その次に自分はどんなことができるかを分
析します。自分の長所は何なのか、短所は何なの
か。そのキャラクターを生かして、理想の自分に
なるために何を心がけているのかを意識しながら
考えましょう。そして、なぜそのように心がける
ようになったのかを最後に考えます。過去に行っ
てきた活動が将来の理想像に影響を与えている部
分を抜き取るのです。この順番で考えるのがコツ
です。

取材後記
　まず何をするべきか̶。経済的に自立する覚
悟の上で就職活動を楽しむことが大事だと就職
担当の大島さんはおっしゃった。今回、大島さ
んを取材して思ったことは、大島さん自身がと
ても楽しそうに就職支援活動を行っているとい
うことだ。やはり活き活きと仕事をしている人
の話を聞くと自然と自分も楽しくなる。
　まず何をするべきか̶。より具体的な行動を
言えば、まずは大島さんと仲良くなることが就
職活動の第一歩なのかもしれない。12月以降に
開催される学内企業セミナーに参加する際は大
島さんに一声かけてみるとよいだろう。必ずや
ためになるアドバイスをいただけるはずだ。

中野寛之 (Hijicho)



　読者の皆さんの中には、やむをえず駐輪場外に
自転車を停めてしまった結果、撤去された経験を
お持ちの方もいるかもしれない。 自転車を駐輪禁
止区域に駐輪していた場合、大阪市の条例に基づ
いて撤去される。

　では、撤去された自転車は、どこに行くのだろ
うか。

自転車保管所
　市大周辺で撤去された自転車は、南港に運ばれ
る。地下鉄・JR長居駅、地下鉄あびこ駅、JR杉本
町駅、その他住吉区内の多くの私鉄・地下鉄の駅
周辺の駐輪禁止区域に停められた自転車およびミ
ニバイク (50cc以下) は、南港東自転車保管所 (住
之江区) に保管される。最寄駅である南港東駅まで
は、JR杉本町駅からは所要時間約50分、交通費は
片道440円。地下鉄あびこ駅からは、所要時間約
40分、交通費は片道310円。

図＝市大の最寄駅から南港東駅までのアクセス

　以前はあびこ地域は千本松大橋自転車保管所 (西
成区) の管轄に入っていたが、今は異なっている。

この撤去作業は、大阪市建設局が市条例に基づき
執行している。道路上に置かれている自転車にタグ
付けをし、即時撤去する。1箇所あたりの作業は30
分ほど。実際に長居駅周辺で撤去作業を行う職員
は、「長居・あびこは、 (放置自転車が) なかなか
減らない」と嘆く。保管期間の30日間を越えた自
転車およびミニバイクは、市の条例に基づいて処
分される。
　自転車放置禁止区域外の自転車・ミニバイクに
ついても、道路上に1週間以上放置されていれば撤
去され、所轄工営所で保管される。この際は異な
る返還手続きが必要なので、各工営所へお問い合
わせを。なお住吉区は、住之江工営所の管轄下に
ある。この場合も、撤去後30日間を経過しても返
還の申し出がなければ、処分される。

写真＝自転車撤去作業の様子 (加賀写す)

取りに行く前に、問い合わせを
　自転車がなくなったというだけでは、盗難に
遭った可能性も否めない。 撤去されたかどうか、
自転車保管所に問い合わせてから引き取りに行く
ことをおすすめする。電話での問い合わせによ
り、保管所側で調べてもらえる。 問い合わせ時に
は、自転車がなくなった日付、場所、自転車の特
徴 (色など) を口頭で尋ねられる。
　自転車の引き取りの際には、自転車の鍵、撤去
保管料2,500円、本人であることが確認できるもの 
(運転免許証、健康保険証など) の3点が必要であ
る。撤去保管料とは、自転車等の撤去・移動に要
した費用の一部であるが、実際に撤去された経験
を持った人は「(高いか安いか) 微妙な額。中古の
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自転車を撤去されたら  南港までの道のり
突然だが、自転車をお持ちの皆さんは、自転車をちゃんと駐輪場に停めているだろうか？

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

[事例1] 地下鉄あびこ駅周辺の、マンションに駐
輪。しかし、マンションの登録証がなかったた
め、管理人さんに路上に出され、撤去対象と
なった。
[事例2] 地下鉄あびこ駅前のカラオケ店前に駐
輪、撤去された。



自転車を購入するよりは安い。違法駐輪の授業料
と捉えている」と語る。

帰り道は
　ところで引き取りの後は、必然的に自転車に
乗って帰ることになる。市大に戻る場合は、阪神
高速の高架下を辿って南港を出た後、大和川沿い
の道をひたすら東へ走ることになる。市大までの
所要時間は、約1時間。しかし、「整備された舗道
だったので、苦にはならなかった」(経験者談) と
いう。

正しい付き合いを
　駐輪禁止区域には、必ず看板が立っているし、
地面に大きく「駐輪禁止」の文字が書かれている
ところもある。駐輪する前に、南港まで往復合わ
せておよそ2時間が取られること、安いとは言い難
い撤去保管料や交通費がかかることを思い出して
ほしい。そして、違法駐輪の取締員や自転車保管
所の職員に多大な手間を取らせてしまうこと、一
般の駅利用者や住民に迷惑をかけてしまうことを
心に留めてほしい。違法駐輪は、個人の些細な心
掛けが積み重なれば減るものである。
　駅に停めたいときは、駐輪場を賢く利用するのも
手だ。各駅に月極、当日利用の有料駐輪場が設置さ
れているほか、JR我孫子町駅、JR鶴ヶ丘駅の自転
車駐輪場は、誰でも無料で利用することができる。
　自転車は、非常に便利な、私たちの生活に欠か
せない移動手段。正しく付き合おう。

南港東自転車保管所 
ニュートラム南港東駅下車 北へ徒歩約5分 (阪神
高速道路高架下)
電話番号：06-6569-4710
開設時間：午前10時～午後6時
定休日：12月29日～1月3日 (年末年始)
住之江工営所
電話番号：06-6686-0434

撤去された自転車の保管場所、自転車放置禁止
区域の情報は
大阪市ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/
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写真＝自転車放置禁止区域の表示 (加賀写す)

長澤彩香 (Hijicho)

自転車撤去始まる  11/28(火)から
大阪市立大学は、大学構内に駐輪されている未登録自転車の撤去作業を11/28(火)から開始した。この措置
は公立大学法人大阪市立大学告示第3号に基づいたもの。公立大学法人大阪市立大学告示第3号は全学ポー
タルサイトで確認できる。

1.未登録自転車に対し、荷札により当該自転車
　を登録する旨を通知し、通知後一週間を経過
　後も引き続き登録が確認できない場合は、移
　動させチェーン等で施錠すること。
2.チェーンでの施錠後、一週間を経過した未登
　録自転車は、一箇所に収集すること。
5.一箇所に収集し、一カ月間を経過した未登録
　自転車は、理事長名による告示を行ったうえ
　で処分すること。

(公立大学法人大阪市立大学告示第3号から抜粋)

　まだ未登録の人はできるだけ早く登録しておこ
う。ちなみに自転車の処分までの流れを簡単に示
すと次のようなものになる。

荷札による通知
↓(1週間)

チェーンによる施錠
↓(1週間)
1カ所に収集
↓(1ヶ月)

理事長名による告示のち処分
近藤龍志 (Hijicho)
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団
四者協  執 行部引退へ

文
音体

応援団団長　
遠藤諒人さん

文化系サークル連合委員長
外川彰洋さん

体育会幹事長
宮田渚さん

音楽系サークル協議会委員長
番場誠文さん

　今年はできていないこともたくさんありましたが、
新しいことにも取り組めたと思います。これからが大
事なので、次への引き継ぎとこれまでお世話になった
方々への感謝を最後まで務めて行きたいと思います。
　応援団だけではないと思いますが、今年は新入生確
保を頑張らなければならなかったので、新歓期がとて
も重要でした。応援団として、四者への直接的な関わ
りというよりは、市大を盛り上げるということを私な
りに取り組んできたので、それが少しでも形として
残ってくれればと思います。

　四者の執行部というのは課外活動団体の代表のよう
なものなのですが、大学に対して意見を言う場合、
「課外活動と関係あるのか」とよく言われます。なの
で、四者というものが、大学側に学生全体の意見とし
て捉えられるように頑張ってほしいです。例えば
Hijichoさんの新聞を読んで「何だこれは！」と不満を
持っても、今はどこに伝えていいかわからないので四
者に言うしかありません。なので、来年度以降は大学
に対して、四者の発言力を強めていってほしいです。
　あと、本を読みましょう。本はいいですよ！

　四者の活動を通して、大学に存在する様々な組織が何を
しているのかを知ることがができました。ただ来年度以降
は、事前に各団体の利点をお互いに知って、いろんなイベ
ントを行えるようにしてほしいです。
　また、四者から出た意見を大学に持って行っても、大学
側に「お門違い」と言われたことがありました。学生か
ら直接大学に対して意見を言う機関がまだまだ市大には不
足していると思います。
　体育会ではボールなどの貸し出しも行っているので、皆
さんスポーツをしましょう。球技大会などもしてみたいで
すね。

　四者は人数が少ない中で、微力ながらも頑張って来れた
と思います。来年度に向かっては、自転車問題や監視カメ
ラ問題など学内での生活も新しい局面に入ろうとしていま
す。ここで学生が力を失わないように、大学側に働きかけ
て行ってより良い大学にしていけたらと思います。
　あとやっぱり、音サは最強ですね。

「四者協」とは「四者連絡協議会」の略称です。四者協は、応援団・文化系サークル連合・体育会・音楽系
サークル協議会の４つの団体から構成されており、市大の学生の声を大学に届ける役割を担っています (4月
号参照) 。12月に四者協の執行部が引退するので、引退に際し４人からお話を伺いました。
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玉 井 経 済 学 部 教 授
大 阪 市 民 表 彰 を 受 賞

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

　受賞理由として、永年にわたり大阪市国民健康
保険運営協議会会長などの要職に就いていた事、
また医療保険制度についての専門的かつ幅広い識
見、卓越した指導力により多くの貴重な提言を行
い、国民健康保険事業の健全な運営と推進に貢献
した事があげられた。

水野佑充子 (Hijicho)

豊崎プラザ  グッドデザイン賞特別賞受賞
　建物の老朽化、住人の高齢化、空き家の増加など
の様々な問題を抱えていた長屋群を2007年から
「長屋本来の魅力の再生」「住まいとしての改修」
「耐震補強」の3つを柱とし、改修を行っている。
　また都市研究プラザは日本国内の活動だけでな
く海外との共同でフォーラム、研修などにより
様々な人材交流の場を設けるなどもしている。今
後の活躍にも期待が高まるばかりである。

水野佑充子 (Hijicho)

お問い合わせ
大阪市立大学学務企画課
06-6605-3504
(http://www.osaka-cu.ac.jp/news/
20110331114944/campus.html)

加賀友基 (Hijicho)

対象の博物館等で学生証を提示すると無料で入館できる「キャンパスメンバーズ制度」、皆さんはもう試し
てみましたか？これから冬休み・春休み、学生証と一緒にお出かけしてみては。
　2011年4月の制度開始以来利用者は徐々に増えており、「特に大阪市立科学館が人気」(学務企画課) だと
いう。大阪市立大学と財団法人大阪市博物館協会の発表によると、制度は2012年3月末まで。特別展やプラ
ネタリウムなど一部の展示スペースは有料だ。

「キャンパスメンバーズ」制度  活用していますか？

　経済学研究科玉井金五教授が、平成23年11月8
日(火)に行われた第46回大阪市民表彰式で社会公
益功労者として表彰された。大阪市民表彰では、
公益の増進・産業の振興・学術や文化の向上発展
などに貢献し、顕著な功績のあった方を、毎年1
回、大阪市が表彰している。

対象の博物館等
・大阪歴史博物館
・大阪城天守閣 (特別展含む)
・大阪市立美術館
・大阪市立東洋陶磁美術館
・大阪市立自然史博物館
・大阪市立科学館 (プラネタリウム・全天周映像除く)

　都市研究プラザの現場プラザの一つ、豊崎プラ
ザで取り組んでいる研究プロジェクトが、2011年
度グッドデザイン賞特別賞を受賞した。賞名は
グッドデザイン・サステナブルデザイン賞 (経済産
業大臣賞) 、対象名は豊崎長屋。
　この賞は地球環境問題を踏まえて持続可能な社
会の実現をめざしている活動に贈られる。豊崎長
屋は大阪市立大学との共同で家主・大学・学生・
地域住人が協力しながら継続して改修を行ってい
る長屋群の一部である。



　まず、髙橋英樹住吉区長の挨拶があった後、第2
回区政会議で出された意見に対する同区役所の対
応、主に高齢者支援に関連した地域のつながりづ
くりについて報告があった。

地域活動の担い手づくり
　区役所の担当者は、高齢社会が進展する中、地
域での支え合い、つながりづくりがますます重要
になっていることを強調した上で、地域活動の担
い手づくりに取り組む必要性があると述べた。そ
れに対し、委員の1人は、誰が担い手になるのかに
ついても考えていく必要があると指摘。また、前
回の会議で出た「マンションの住民を町会に入れ
るのが大変。建築許可を出す段階で、町会加入を
指導してもらうことはできないか」という意見に
対して区役所の担当者は、「大阪市の市民局と計
画調整局では、新築マンションやワンルームマン
ションに対して、地域活動への参加促進に向けた
取り組みが検討されている。住吉区ではマンショ
ンコミュニティーづくりのための調査・研究に対
して予算要求も行っている」と回答。

出された意見を形に
　続いて、前回の第2回区政会議で発足した防災部
会について報告があった。防災部会はこの2ヶ月の
間に、2回開催されている。第1回防災部会では、
地域防災力を高める上で必要な仕組みなどについ
て意見交換が行われた。その際に出た問題点を基
に、第2回防災部会では「地域との連携」という点
に絞って議論された。この報告を受けて、今回の
区政会議でも意見交換が行われた。髙橋区長は
「救助資機材仮設トイレなどの設備面に十分に予
算要求をするなど、いただいた意見を形にしてい
る」と述べた。それに対し、委員からは、資材や
機材を置く場所も含めた検討をしているのかとい
う指摘も。火災や津波を含む様々な種類の災害を
想定した対策を取ってほしいという意見も挙げら
れた。さらに、髙橋区長は「住吉区は上町断層の
上にある。例えば、帝塚山と遠里小野でも土地に
高低差があり、災害への対策が異なる。よって、

地域別に災害対策マニュアルを作成する」という
見解を示した。

更なる地域活性化に向けて
　続いて髙橋区長が、平成24年度の同区運営方針
の改訂案を説明した。(以下の内容はまだ決定した
わけではなく、あくまでも案である。) 髙橋区長
は、全体を通して強調したい点として、次の3点を
挙げた。

　特に(1)は、これまでにない新たな視点が明文化
されている方針である。これらの区運営方針は、
本会議のメイン議題。ある地域活性化に向けての
取り組みに、より一層力を入れるという考えの表
れだろう。その足がかりとなるこの区政会議も、
さらに充実・強化していくようだ。

自分さえ良ければいい？
　同区の取り組む放置自転車への対策に関して、委
員から問題提起があった。これまでも対策は行わ
れていたが、点字ブロックが自転車でふさがれてい
たり、とりわけ車いすの通行の妨げになっていると
いう現状は変わっていない。これに対し、様々な
具体的解決策が挙げられた。
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第 3 回 住 吉 区 区 政 会 議
地 域 活 性 化 へ 向 け て

大阪市住吉区役所は第3回住吉区区政会議を11月15日(火)に開催した。今回は、主に平成24年度の住吉区運
営方針について、活発な議論がなされた。

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

(1)「地域コミュニティ・協働・住民自治・支え
あい・助け合い・つながり・絆」の強化・再生
(2) 災害に強いまちづくり
(3) 区役所地域関係機関等の連携による地域福祉
の充実

物理的解決策
・店の前に大量の自転車が駐輪されていること
　から、複数の店が共同で駐輪所を運営する
・JR阪和線の高架下を駐輪場にする
精神的解決策
・「自分さえ良ければいい」というような考え
　を捨て、マナーやモラルの向上を目指す
・コミュニティづくりの基本である「あいさつ
　運動」を行う



　この記事をご覧になった読者の方は、普段のご
自身の行動を振り返って考えてみてほしい。日常
のちょっとした行動に皆が少し気を付ければ解決
する問題であるのは間違いない。

「場」が交流を生み、促進する
　最後に、前回の会議で髙橋区長が委員らに提示
した、地域のつながりづくりに関する次の3つの質
問について議論が行われた。

　その中で、団塊の世代が地域活動に参加するた
めの足がかりとして、生涯学習が挙げられた。実
際にある講座に参加した人は、そこで培った経験
を活かしてゲスト講師として小・中学校を訪れる
ことがあり、それが世代間の交流になっている。
新しい出会いやつながりを通じて新たな人間関係
ができ、地域を考えるきっかけになる。生涯学習
は目立たないところでの区民の居場所づくりに
なっているようだ。

　新成人 (1991年4月2日から1992年4月1日生ま
れ) であれば、現住所が区内でなくても参加でき
る。同区役所市民協働課の山元さんは、「住吉区
出身の方はもちろん、転入してきた学生の皆さん
も参加してほしい」と呼びかける。
 　2011年10月末時点で住吉区に住民登録・外国
人登録されている新成人には、12月上旬に案内状
が郵送されるが、当日手元に案内状がなくても参
加できる。前回のつどいでは、市長・区長の祝辞
をはじめ、公募で選ばれた新成人の「はたちのこ
とば」やライブイベントが行われた。今年のプロ
グラムには和太鼓のパフォーマンスのほか、「サ
プライズな人からのビデオレター」(山元さん談) 
が準備されている。
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1. マンションの住民に町会に加入してもらうに
は？
2. 団塊の世代に地域活動に参加してもらうには？
3. 連合・町会をもっと認知してもらうためには？

関連リンク先
住吉区区政会議・防災部会に関して
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/
category/1214-9-0-0-0.html
関連記事
第2回住吉区区政会議　高齢者支援と防災問題が
焦点 (10月号)
http://hijicho.com/?p=1786

今後の区政会議・防災部会
　次回の区政会議は2月頃に開催予定。来年度の予
算や運営方針などが、ある程度固まった形で提案
される見込みだ。また、防災部会では、これまで
の2回の部会を踏まえ、地域防災フォーラムの住吉
区版を3月頃に開催したいという意見が出ているよ
うだ。

島田隼人 (Hijicho)

09リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

住吉区「成人の日記念のつどい」開催へ
大阪市住吉区は2012年1月9日 (月・祝) に、新成人を祝う「成人の日記念のつどい」を開催する。

開催要領
日時：2012年1月9日(月・祝) 10～12時頃
場所：住吉区民センター 大ホール (住吉区南住
吉3-15-56)
対象：1991年4月2日～1992年4月1日生まれの
新成人
お問い合せ
大阪市住吉区役所市民協働課 
山元さん・栩野 (とちの) さん 
(06-6694-9743)

島田隼人 (Hijicho)



御堂筋イルミネーション
　大阪市を南北に貫く大通り、御堂筋は、冬季の
イルミネーションによってその姿を変える。
　普段地下鉄で御堂筋を通ることはあっても、地
上をゆっくり歩いたことのある人は多くないだろ
う。高層ビルが立ち並ぶオフィス街である御堂筋
だが、道沿いにはイチョウが植えられている。そ
う、イチョウは、大阪のシンボルにもなってい
る、大阪を象徴する木だ。これがイルミネーショ
ンで装飾されることにより、美しい景観が生み出
されるのが、この御堂筋イルミネーションであ
る。大阪府が推進する「大阪ミュージアム構想」
の一大事業でもある。
　実施区間は、土佐堀通・淀屋橋交差点から長堀
通・新橋交差点までの約1.9kmで、イルミネー
ションとしては日本最長である。昨年度も開催さ
れたこのイベントだが、今年はさらに500ｍ延長
された。今年度新たに延長する区間は、新色の
「御堂筋コーラル」で装飾され、珊瑚色の光で彩
られる。昨年度の実施区間では、イチョウに星屑
を散りばめた「星屑エリア」や淡いピンクの光が

優しい「冬の桜」など、テーマに合わせた装飾が
なされ、様々な雰囲気が楽しめる。
　本町南ガーデンシティ前には、”ONE FOR ALL　
ALL FOR ONE”のサインを掲げた、東日本大震災
からの復興を願う装飾がなされる。また、今年度
は、御堂筋イルミネーション限定の絵葉書を作る
こともできる。御堂筋沿いにある、大丸心斎橋店
北館の1階(大阪市中央区心斎橋筋1-7-1)と、エプソ
ン大阪ビル(大阪市中央区博労町3-5-1)の1階に、専
用の機器がすでに設置されている。1枚500円で、
そのうち30円は御堂筋イルミネーション基金へ寄
付されるという。

OSAKA光のルネサンス2011
　今年で9年目を迎えるOSAKA光のルネサンスで
は、「水都大阪」のシンボルともいえる中之島の
建物や道路が光で彩られる。このイベントは、大
阪市民間のOSAKA光のルネサンス実行委員会が主
催。「中之島から光のまちづくりを通して『光』
により大阪の元気を国内外に発信」(公式サイト) 
している。大阪市役所から大阪市中央公会堂周辺
にかけての「中央会場」、中之島公園(バラ園など)
の「東会場」の二会場で実施され、各エリアでさ
まざまなプログラムが用意されている。
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大阪イルミネーション特集 2 011
いよいよ12月。寒くなってきましたが、体調など崩してはいませんか？冬の風物詩といえば、クリスマス、
雪、そして、街を彩るイルミネーション！暖かみのある光は、寒さを忘れさせてくれるだけでなく、心まで
温かくしてくれます。そんな素敵なイルミネーションのイベントをご紹介します！

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

開催概要
開催期間：2011年12月14日(水)～2012年1月22
日(日)
点灯時間 17:00頃～23:00　※初日(12/14)の点
灯時間は18:00頃
開催場所 御堂筋 淀屋橋交差点(土佐堀通)～新橋
交差点(長堀通) 約1.9km
アクセス
地下鉄・京阪淀屋橋駅 / 地下鉄本町駅 / 地下鉄
心斎橋駅 各駅から徒歩すぐ
お問い合わせ
大阪府府民文化部都市魅力創造局都市魅力課 
06-6210-9304
御堂筋イルミネーション公式サイト http://
www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/illumi/



　中央会場で行われるプログラムの一つである
「ウォールタペストリー」は、今年9作品目となる
光と映像と音楽の作品だ。歴史ある大阪府立中之
島図書館正面玄関をスクリーンとし、幻想的な世
界が味わえる。
　また、会場内には、フランスをイメージした食
事を提供する屋台「光のマルシェ」や地域の光と
食の交流をテーマにした「光のフードマーケッ
ト」など飲食ブースも用意されている。大阪芸術
大学の学生による作品の展示やコンサートもあ
り、大人から子どもまで年齢問わず楽しめる。大
阪市中央公会堂の壁面を舞台とした「Emirates 
Airline, Passport to the World」、鳥取砂丘・砂
の美術館が提供する砂像の展示など、今年初開催
となるイベントも多く、以前行ったことのある人
も楽しめそうだ。12月1日(木)～13日(火)にかけて
は、プレビュー期間として、大阪市役所正面の壁
面をオペラカーテンに見立てて装飾した「スター
ライト・シティ･スクエア」、市役所南側のみおつ
くしプロムナードのケヤキの木をイルミネーショ
ンを施した「中之島イルミネーションストリー
ト」の2つのプログラムが行われている。
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2011 illumination gate in Hoop
　Hoop (フープ) でも、現在イルミネーションが開
催中だ。Hoopは、天王寺にある、近鉄百貨店が運
営するショッピングビル。杉本町駅から阪和線で
15分、毎日通学の際に通る市大生も多い天王寺で
堪能できるイルミネーションのイベントである。
　Hoopの1階オープンエアプラザから吹き抜けを
通って、隣接する商業ビル｢あべのand｣へと回遊
が楽しめる。約20万球のライトでライトアップさ
れた全長約100mの光のゲートの下を歩くことが
できる。高さ3.5mのイルミネーションツリーや、
ガラス天井に光の川をイメージしたイルミネー
ションの他、「ムーミン谷の仲間たち」のオブ
ジェが並んだ写真撮影スポットもある。放課後に
ふらりと立ち寄るのはもちろん、普段あまり天王
寺に出向くことのない下宿生も、是非足を伸ばし
てみてはいかがだろうか。

開催概要
開催期間 開催中(2012年1月9日(月・祝)まで)
開催場所 近鉄百貨店阿倍野本店・南側
点灯時間 17:00～23:00
※2012年1月1日(日・祝)は除く。
※ムーミンオブジェは2011年12月25日(日)まで。
アクセス
JR・地下鉄御堂筋線・谷町線天王寺駅から徒歩
すぐ
近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅から徒歩すぐ
お問い合わせ
Hoop(フープ) 06-6626-2500
近鉄百貨店 http://www.d-kintetsu.co.jp/hoop/

長澤彩香 (Hijicho)

Webでは写真も見られるよ！
(http://hijicho.com/?p=3264)

開催概要
開催期間：2011年12月14日(水)～25日(日)　た
だし、プレビュー期間 12月1日(木)～13日(火)
点灯時間 17:00～22:00(一部コンテンツのみ
16:00～22:00)
開催場所 大阪市北区中之島一帯
■中央会場(大阪市役所周辺～大阪市中央公会堂
周辺)
■東会場 (中之島公園 (バラ園など) )
アクセス
中央会場：地下鉄・京阪淀屋橋駅1号出口から徒
歩1分 / 京阪中之島線なにわ橋駅1号出口すぐ / 
京阪中之島線大江橋駅5号出口すぐ / JR東西線
北新地駅11-43号出口から徒歩8分
東会場：地下鉄・京阪北浜駅26号出口から徒歩
5分 / 京阪中之島線なにわ橋駅1号出口から徒歩
5分 / 地下鉄・京阪天満橋駅から徒歩7分
お問い合わせ
OSAKA光のルネサンス2011公式サイト 
http://www.hikari-renaissance.com

http://hijicho.com/wp-content/uploads/b1c6c45b824ebe9713188fbd0e62d72e.jpg
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1.青春18きっぷの基礎知識
1-1.青春18きっぷとは？
　青春18きっぷとは、JRグループの普通・快速列
車の自由席及びJR西日本宮島フェリーが乗り放題
となる乗車券 (1枚で、1日有効×5回分) である。
ただし普通・快速列車に設定されている普通車指
定席やグリーン車自由席を利用する場合は、指定
席券やグリーン券を別途購入することで乗車でき
る。なお、津軽海峡線の蟹田・木古内間、および
石勝線の新夕張・新得間は、特急列車しか走って
いないので、青春18きっぷだけで特急列車に乗車
できる。毎年、春季・夏季・冬季期間を利用期間
として発売されており、今冬の利用期間は以下の
通りである。

　青春18きっぷは上記の販売場所の他に、一部の
金券ショップでも取り扱われている。なかには、
青春18きっぷの残り回数別の販売が行われていた
り、使い切れなかった分の青春18きっぷを買い
取ってくれるショップもある。一度、近場の金券
ショップをあたってみてはいかがだろうか。

1-2.使い方
　青春18きっぷ1枚で利用可能期間中5回 (人) まで
利用できる。1回分は乗車日当日限り有効であり、
何度でも乗り降り自由だ。また利用日は連続して
いなくてもよい。複数人で使う場合は同一行程で
人数分の日付を入れれば1枚で使うことができる。
つまり一人で5日乗っても、5人で一緒に1日乗って
もよい。また、2人で2回日帰り旅行をして、余っ
た1回は1人で日帰り旅行をすることもできる。利
用する場合には、利用日の最初の駅の改札で利用

日のスタンプを押してもらう。自動改札機は利用
できず、途中下車乗車の際にはきっぷを改札で駅員
に提示する必要がある。

1-3.ダイヤの調べ方
　乗り継ぎなどに関しては時刻表以外にPCサイト
や携帯サイトでも確認できる。例えば、列車の時
刻に関する検索サイトを運営しているジョルダン 
(http://www.jorudan.co.jp/) のHPには、青春18
きっぷの利用を前提とした乗り継ぎ検索コーナー
もある。
　また携帯用として、各社から中・小型時刻表が
600円程度で販売されている。

1-4.大阪駅から片道で何時間かかるのか？
　普通・快速列車のみを利用した場合、大阪駅か
ら各主要駅まで片道何時間かかるのかを、平日の
午前7時に大阪駅を出発するとして試算した。所要
時間は出発する時刻や、平日ダイヤか土休日ダイヤ
かによって変動するので、およその目安として考え
ていただきたい。
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特集  青春18きっぷの使い方
　11,500円でJRの普通・快速列車が5日分乗り放題の「青春18きっぷ」が今季も発売される。冬休みの旅
行、帰省に利用されてみてはいかがだろうか。

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

青春18きっぷ 2011年-2012年冬季用
販売価格：11,500円
発売期間：2011年12月1日～12月31日
利用期間：2011年12月10日～2012年1月10日
販売場所：みどりの窓口、主な旅行会社、みど
りの券売機など
※その他の詳しい規定などに関しては、青春18
きっぷに付属する案内または時刻表を参照して
いただきたい。

大阪駅からのおよその所要時間
東海・関東方面
名古屋2時間40分、津2時間40分、静岡5時間40
分、横浜8時間45分、東京9時間20分

中国・山陰・四国方面
広島6時間20分、鳥取6時間40分、高松4時間30
分、徳島7時間30分、松山9時間、高知11時間

北陸・信越方面
福井3時間45分、金沢5時間20分、富山7時間、
長野8時間40分、新潟12時間30分

九州方面
博多12時間20分、大分14時間40分、長崎15時
間40分



2.便利な列車・交通機関
2-1.夜行快速「ムーンライト」
　ここでは「ムーンライトながら」「ムーンライト
えちご」「ムーンライト信州」を紹介する。これら
の列車は夜行快速であり、乗車券 (青春18きっぷ含
む) と510円の指定席券のみで乗車することができ
る。車両には、特急型車両が使用されている。な
お、指定席券は乗車する列車が始発駅を発車する
日の1ヶ月前の午前10時に、みどりの窓口や旅行
会社で販売が開始される。人気列車のため、早め
に指定席を確保しておくことが望ましい。
　「ムーンライトえちご」「ムーンライト信州」
の始発駅は新宿駅である。青春18きっぷで利用す
る場合は、日中に新宿まで移動しその上で乗車す
る、またはムーンライトながらで早朝に東京に到
着し関東を観光した上で乗るのが効果的だ。

2-2.その他の便利な交通機関
　青春18きっぷで利用することはできないが、便利
な交通機関として、いくつかのフェリーを挙げる。
　運賃が比較的安価であり、夜行便は寝ている間
に目的地に到着することができるなど、旅行の際
には非常に便利である。青春18きっぷと組み合わ
せてご利用してはいかがだろうか。なお今回取り

上げたフェリー航路はごく一部である、全国の旅
客船航路に関しては、社団法人 日本旅客船協会 
(http://www.jships.or.jp/index.php) で調べること
ができる。

3.旅行プランの立て方
　日帰り旅行のプランニングを例にとって、どのよ
うに旅行のプランを立てるのかを説明しよう。

3-1.目的地の設定
　まず最初に旅行の目的地を決める。日帰りの場
合は、まず時刻表の路線図を見て、およそ帰って
これそうな所に目星をつけると良い。その次に、
時刻表で往復にだいたい何時間ぐらいかかるかを
調べ、現地での滞在可能な時間を割り出す。ここ
で、関西圏からの日帰り旅行の目的地としておすす
めの場所をいくつかリストアップしておこう。
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ムーンライトながら
運行区間：大垣 (岐阜) ～東京
運転日：上り (大垣→東京) 12月23日-1月9日、
下り (東京→大垣) 12月22日-1月8日　
時刻：上り 大垣22:49発→東京5:05着、下り 東
京23:10発→大垣5:53着

ムーンライトえちご
運行区間：新宿～新潟
運転日：12月22日-1月14日、1月6日-9日
時刻：下り 新宿23：10発→新潟4：51着、上り 
新潟23:36発→新宿5:10着

ムーンライト信州81号　
運行区間：新宿→白馬 (長野) ※下りのみの運行
運転日：12月22.29.30日、1月6日
時刻：新宿23:54発→白馬5:40着

※途中の停車駅、停車時刻は時刻表を確認して
いただきたい。また、各列車を利用の際は、必
ず運行会社の公式サイトをご確認していただき
たい。

運航区間：神戸～高松
運航会社：ジャンボフェリー
(http://www.ferry.co.jp/index2.htm)
運賃：片道1,800円 (学割あり)

運航区間：舞鶴～小樽
運航会社：新日本海フェリー
(http://www.snf.jp/)
運賃：2等 片道9,300円 (期間によって変動あ
り、学割あり)
※舞鶴までは、難波から有料のシャトルバスが
運行されている。

運航区間：神戸または泉大津～新門司港 (北九州)　
運航会社：阪九フェリー 
(http://www.han9f.co.jp/)
運賃:2等 片道6,200～7,000円 (期間によって変
動あり、学割あり)

そうだ、旅に出よう！



3-2.往路の確定
　目的地を確定したら、次に往路の乗り継ぎ方法
を確定する。目的地までたどり着くのに複数の路
線がある場合は、乗り継ぎ検索サイト等を利用し
て最短コースを割り出すのがてっとり早いだろ
う。地方の路線だと、普通列車の運行が極端に少
ない場合もある。そのような時は、その区間だけ
乗車券と自由席特急券 (特定特急券) または特急券
を購入して特急で通過するのも一つの手段だ。

3-3.目的地での観光ルートを確定
　目的地で、どのように観光するのかを確定す
る。検索サイトで「目的地　観光」で検索してみ
るとよいだろう。観光協会のサイトでは、観光
ルートなどが紹介されている場合が多い。そのよ
うな情報は、観光におよそ何時間かかるかの目安
として大変参考になる。余裕をもたせた観光ルー
トの設定が重要だ。

運航区間：神戸～高松
運航会社：ジャンボフェリー
(http://www.ferry.co.jp/index2.htm)
運賃：片道1,800円 (学割あり)

運航区間：舞鶴～小樽
運航会社：新日本海フェリー
(http://www.snf.jp/)
運賃：2等 片道9,300円 (期間によって変動あ
り、学割あり)
※舞鶴までは、難波から有料のシャトルバスが
運行されている。

運航区間：神戸または泉大津～新門司港 (北九州)　
運航会社：阪九フェリー 
(http://www.han9f.co.jp/)
運賃:2等 片道6,200～7,000円 (期間によって変
動あり、学割あり)
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3-4.復路の確定
　最後に復路を確定する。ここで最も注意しなけ
ればならないのは、終電はなるべく使わないこと
だ。もし何かトラブルが発生した場合、その日の
うちに自宅に帰れなくなることもあるからだ。地
方の路線だと、終電が比較的早い場合もあるので
注意していただきたい。

3-5.応用
　日帰り旅行のプランニングの方法について説明
した。青春18きっぷは何度でも途中下車が可能
だ。この特性を利用すれば、目的地以外でも往復
の途中で降りて観光することも可能だ。また、泊
まりの場合には、目的地を設定の上で宿泊地を決
める、または宿泊地を決めた上で上記のような方
法で目的地を設定するとよいだろう。

4.まとめ
　今回、青春18きっぷの概要、利用方法について
説明した。説明した通り11,500円でJRの普通・快
速列車が5日分乗り放題と、大変リーズナブルであ
る。冬休みに帰省や長距離移動の際に利用してみ
てはいかがだろうか。
　そして青春18きっぷを使った旅行には、スロー
な旅ゆえの独特の楽しさがある。例えば、ローカ
ル線に乗ると、車窓の風景や乗客たちの方言の交
じった会話から、日本に存在するそれぞれの「地
域」の個性といったものをより身近に感じること
ができる。そこにはそれぞれの人の営みがあると
確かに実感できるのだ。
　一見、青春18きっぷには普通・快速列車しか使
えないという制約があるが、その自由度は非常に
高い。この切符があれば日本中を旅できると言っ
ても過言ではない。さあ、どう使うかはあなた次
第だ。

鶴木貴詩 (Hijicho)

肘鳥の豆知識
青春18きっぷは通常は午前0時まで有効なんだけど、
大阪と東京の大都市圏では終電まで使えるよ！



　市大生のみなさんこんにちは、ホリーです。こ
ちらヨーロッパでは寒い日が続いていますが、日
本ではどうでしょうか？旅はいよいよ折り返し地
点に差し掛かろうとしています。

おもてなしの概念とは？
　インドからヨルダン経由で、トルコのイスタン
ブールまで飛行機でやってきました。トルコの第
一印象は、「とても良い！」です。世間一般で言
われているように、トルコ人は親日的です。日本
人の僕を見るやいなや、「こんにちはー！」と話
しかけてきます。もちろんただの客引きの場合も
ありますが、好奇心で話しかけてくるトルコ人も
多いです。
　ある日道を歩いていたとき、いつものようにト
ルコ人に話しかけられました。会話が弾み始める
と、「うちのオフィスでお茶でも飲んでいかない
か？」と誘われました。普段なら警戒するところ
ですが、昼間で、人通りの多いところのオフィス
だったので、ついていきました。案内されたのは
豪華な応接間で、何人かのトルコ人とおしゃべり
が始まります。「○○を観光したい」と言うと、
あとで案内してくれるとのことでした。トルコ式
チャイ (お茶) まで振舞われ、なぜ知らない人にそ
こまで親切にするのか聞いてみました。それは、
トルコ人曰く、「おもてなしをするのはトルコ人
の慣習だ」とのことでした。
　全く知らない人でも家に誘って、お茶をご馳走
する。トルコには日本では考えれないような「お
もてなしの概念」が存在しているようです。

共産主義と資本主義の狭間で
　さていよいよ東欧に突入、最初の地はブルガリ
アの首都ソフィアです。今までとは一気に雰囲気も
変わり、おしゃれで垢抜けた街並みです。ソフィア
は非常に静かで落ち着いています。悪い意味では賑
やかさに欠けています。そこはバンコクやイスタン
ブールのように、観光客や地元民がワイワイしてい
る雰囲気ではありません。ちょうど週末に行った
のですが、お店やレストランの中にもそれほど人
がいませんでした。
　街を歩いていて気になったのは、なんとなく共
産主義の残り香がしたということです。無駄に大き
い建物があったり、いたるところが工事中であっ
たりです。そんな中にある、壁や電車に大きく書か
れた落書きや、建物全体を覆うように描かれた広
告などが、まるで共産主義時代の悲惨さを隠そう
としているかのように感じられました。
　活気のある街とはいえませんが、それでも休日
に道行く人たちは楽しそうに見えました。レスト
ランで談笑している人たちも楽しそうです。日ごろ
の仕事疲れを癒し、休みの日を謳歌しているよう
に見えました。どのような過去があろうとも、どの
ような価値観を持とうとも、日常の小さな「幸
せ」を追い求めるのは、どこの国の人でも同じよ
うです。
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◇ 寄稿連載 ◇ 
ホリーの123日間世界一周紀行 (第3回) 

～東ヨーロッパ紀行～
この記事は、掘井祐貴さん (商学部2007年入学) から寄稿していただきました。彼は2011年10月1日から翌
年1月31日まで、123日間かけて世界一周の旅に出ています。全6回の連載を通して、日本では味わえない彼
の海外見聞録を皆さまにお届けします。

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

写真＝好奇心で目が輝く子どもたち (筆者写す)



写真＝少ないながらも人が集まるストリートショー (筆
者写す)

アドリア海の二つの秘宝
　イタリア半島とバルカン半島に挟まれた海は、
アドリア海と呼ばれます。「紅の豚」のモデルと
なったことでも有名ですよね (…いや、有名じゃな
いですね　笑) 。
　この沿岸部で、紹介したい街が二つあります。
モンテネグロのコトルと、クロアチアのドブロブ
ニクです。どちらも歴史の深い要塞都市で、片側
が山、もう片側が海に面しています。コトルの海
側はフィヨルドと呼ばれる複雑な入り江になって
おり、ドブロブニクの海側は一面に広がる青い海
になっています。そしてなんといってもこの二つの
街は、ありえないくらい美しいのです！中世を感
じさせる街並み、石造りの建物や道路、山の上ま
で伸びる城壁…、まるで映画の中にいるように感
じます。さらに僕が良いと思ったのは、実際に現
地人が街の中に住んでいるという点です。この二
都市では彼らがそこで生活していて、「観光客の
ために作られた」という印象を受けないのです。
もちろん外国人向けのレストランや土産屋もあり
ますが、うまく街の中に溶け込んでいて、これま
た趣深い様相を呈しています。
　日本ではそこまで商業化されていませんが、こ
の二都市はとてもお勧めできます。パリ、ロー
マ、バルセロナなど華やかな名前が旅行会社のパ
ンフレットの表紙をかざりますが、是非アドリア
海に面する二つの秘宝都市も選択肢に入れてみて
はいかがでしょうか。

写真＝ドブロブニクの街並み (筆者写す)
(コトルの街並みは、僕のブログを参照するか、ググって

ください　笑)

「地球の歩き方」を持たない楽しさ
　ご存知かと思いますが、地球の歩き方は非常に
便利です。観光地の背景、お勧めのホテルやレスト
ラン、目的地への行き方…、役に立つ情報が盛り
だくさんです。しかし僕は敢えて、地球の歩き方な
どのガイドブックを持たない楽しさを知ってもらい
たいです。
　その理由は、「裸の自分で旅ができるから」で
す。「おいおいホリー、気持ち悪いこと言うなよ」
なんて思わないでください　笑。普段日本で生活
する僕たちは、「情報」という強い武器を持って
います。情報が有力であるほど、世の中をうまく
渡っていけます。しかしこれが旅となると、すいす
いと難なくこなしていくよりも、試行錯誤し、毎
回自分にとってベストな選択を考えるのが楽しい
のです。例えば新しい土地へ移動するとき、自分で
現地人に行き方を尋ね、自分で電車・バス乗り場
で時間・料金を聞き、自分で街を歩いて良い条件
の宿を見つける…。つまり自分の足で情報を掴み
取るのです。非効率的ですが、「情報」という武器
のない裸の状態で、どれだけ自分が前に進めるの
かわかります。
　だまされたり、うまく言いくるめられたり、遠
回りに移動をしたり…。そのようにして旅を続け
ていると、自分がどれだけ「無力」で「無知」な
のか気づかされます。と同時に、何度も知らない人
にお世話になることもあります。紆余曲折するから
こそ感じられる「人の優しさ」があります。
アジアや東欧では容易にこのようなスタイルで旅が
できます (発展した西欧・北米では、情報がないと
相当金銭的に損するので、バックパッカーにはキ
ツいです) 。もし長期旅行で時間があるのなら、地
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球の歩き方なしでこれらの地域を放浪してみるの
はいかがでしょうか。
　現在、ボスニア･ヘルツェゴビナまで来ていま
す。この後ハンガリー、オーストリア、ドイツと、
順調にヨーロッパ陸路横断を進めていく予定で
す。次は西ヨーロッパ編となります。それでは乞う
ご期待！

掘井祐貴さん (商学部2007年入学)

採択された事業
(1) 「数理と物理の深化と展開、数学研究所を拠点
とする国際ネットワークハブの形成」 (大阪市立大
学大学院理学研究科)
　研究・教育の基盤を活用し、海外への若手研究
者の長期派遣により卓越した研究機関との密接な
関係の構築を図る。これによって研究課題として
単一の課題に留まらず、相互にリンクした数学・
理論物理研究の複合体を形成、さらには複数の研
究分野をリンクさせることによって、数学研究所
を拠点とした国際的研究ネットワークを形成する
ことを目指す。

筆者の個人サイト
ブログ「Stuff i Like ~Around The World~」
(http://torontooo.exblog.jp/)
Twitter「@Yuki_Holy」
(http://twitter.com/#!/Yuki_Holy)
お問い合せ
Hijichoへのお問い合せ
記事の提供、ご意見・ご感想、編集に興味をお
持ちの方は お問い合わせフォームからご連絡く
ださい。
筆者へのお問い合せ
世界一周に興味がある方、旅に関するご質問お
よびご相談は、上記の「筆者の個人サイト」か
ら直接筆者にお問い合せください。
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海外派遣プログラム  市大の申請採択
日本学術振興会が実施する｢平成23年度頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム｣に、市大
文学研究科と理学研究科が申請した二つの事業が採択された。
　このプログラムは国際共同研究ネットワークの核となる優れた研究者を育成し、日本の学術の振興を図る
ことを目的としている。また大学等研究機関が、世界水準の国際共同研究に携わる若手研究者を海外へ派遣
し、様々な課題に挑戦する機会を提供する取り組みを支援するものである。

(2) 「東アジア都市の歴史的形成と文化創造力」 
(大阪市立大学大学院文学研究科)
　若手研究者を海外に長期間派遣し、大阪市立大
学都市文化研究センターと共同研究を行うことで
都市文化研究に関する国際的なネットワークを強
化していく。「都市文化の形成と成熟」「グロー
バル化のなかでの都市文化」という2つのテーマの
もとに編成する研究組織において個別セミナーを
開催。また、下記の研究機関や中国都市史で大き
な研究業績をもつアメリカの研究者を招いて大阪
市立大学などで国際共同セミナーを催し、世界的
水準の都市文化研究の成果を創成する。これらの
共同研究の成果を総括し、最終年度には報告書を
刊行するとともに、将来的には学術図書としての
刊行を目指す。

水野佑充子 (Hijicho)

海外の研究機関一覧
上海師範大学中国近代社会研究センター
台湾中央研究院近代史研究所
釜山大学校韓国民族文化研究所
ソウル市立大学校都市社会学科

海外の研究機関一覧
韓国科学技術院
中国・南開大学陳省身数学研究所
ドイツ・ボン大学応用数学研究所
カナダ・トロント大学数学教室
イギリス・ロンドン大学キングスカレッジ数学教室
ケンブリッジ大学応用数学理論物理教室
フランス・パリ第7大学宇宙素粒子及び宇宙論研究所
ロシア・理論実験物理学研究所



　こんにちは、法学部4年の古川です。海外イン
ターンについて書く記事も3回目、今回は実際に自
分がどんな仕事をしていたのか、その中で何が大
変だったのかについて書けたらと思います。
　少し前回までのおさらいをしますと、自分は国
際会議で海外の優秀な若者と接したことによって、
自分と日本の若者に危機感を感じ、

の2つを目標に掲げ、自分は海外の企業で一定期間
働く、インターンシップに参加しました。
 
経済成長著しいインドでのインターン
　まずは、自分のインターン先の紹介から。
　日本と異なる厳しい環境、かつ経済的に成長し
ている国をインターン先に選びたかった自分は
BRICs（ブラジル、ロシア、中国、インド）を視野
に入れて受け入れ先を探し、最終的には以下のよ
うなインドのアパレルメーカーに決めました。

写真＝勤務先の本社オフィス (筆者写す)
 
　自分の会社は主にインド綿を使った女性服や家
庭用品の製造と輸出を行っています。30年前の創
業以来売り上げを伸ばしてきており、直近では日
本円にして10億円近い売上高を計上しています。
しかしこの企業、おもしろいことに売り上げの
85％近くが日本への輸出で賄われています (働いて
いるのは全員インド人なのに　笑) 。大阪市立大学
からもそう遠くない心斎橋にも、この企業で作ら
れた服が日本の卸業者・小売業者を通してたくさ
ん出回っているのだとか。そう考えるとなんだか
世界が急に小さく見えてきますね。
 
就労体験に納まらない本物のビジネス
　この会社の中で、自分は主に

の2つをインターンとしてやっていました。
　具体的には、今後インドに進出してきそうな日
系繊維業者を探し出して電話やメールでアプローチ
し、実際に会って自社の製品を取り扱ってくれない
か交渉したり、契約をもらった顧客の人（特に日
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連載コラム
◇大学生活の新しい選択肢◇

自分が「海外インターン」を選んだ理由Vol.3
記事を寄稿していただいてるのは、本学法学部4回生の古川浩康さん。今年の4月に始まり10月までの間、
アイセックを通じてインドの現地アパレル企業にて海外インターンシップを行った。海外インターンを通し
ての知見や考え、また他の海外機会にはない醍醐味をお伝えいただく。
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・「外国人と仲良くなる」ではなく「外国人と
　仕事をして成果を出す」経験をする
・自分だけの経験で終わらせるのではなく、発
　信の機会を持ち他の人の意識啓発をする

【名称】Pawan Enterprises（40年以上の歴史
を持つ、インドでは比較的老舗の企業）
【場所】インド・ジャイプル（インドの北西、
タール砂漠の入り口にあります）
【業種】婦人服・家庭用品の製造 及び 日本へ
の輸出
【従業員数】400人（全員インド人、日本人0
人！）
【使用言語】英語、ヒンディー語

・日系企業への営業活動
・顧客との生産調整

http://hijicho.com/wp-content/uploads/60415b6627046ebbf9680c3148c83783.jpg
http://hijicho.com/wp-content/uploads/60415b6627046ebbf9680c3148c83783.jpg


本人デザイナーの人）と生産担当の同僚（インド
人）の間にたって、どのような商品にするのかを
イメージから詳細な寸法までを話し合って決めて
いったりしていました。

写真＝実際に働いていた生産担当の同僚 (筆者写す)
自分が顧客の人から要望を聞いて、彼らに英語 (たまに

拙いヒンディー語) で説明していました。

　とはいえ、自分は大学生なのでアルバイトくらい
しか働いた経験がない身。英語は多少話せるもの
の、現地のヒンディー語なんて全く知らず、またア
パレルの知識は全くありませんでした (自分は法学
部なので、ビジネスの知識もほとんど無し　笑) 。
当然のように、インターン開始当初は全く使い物
にならない状態でした。
　「インターン」と聞くと多くの日本人学生が思
い浮かべるのは、就職活動でありがちな会社説明
と簡単なワークを混ぜたものかもしれません。お
そらく多くの国内インターンでは、自分のミスが
会社から自分への評価以外に降りかかることは少
ないでしょう。しかし、アイセックの海外イン
ターンでは多くの学生が果たすべき責任を持って
仕事に取り組みます。
 
   

写真＝自分が企画から携わった商品
 

異国での苦悩
　インターンを行う上で、特に自分が困ったのは以
下の3点です。

①ジャイプル特有の厳しい環境
　ジャイプルは砂漠の入り口に位置していることも
あり、最高気温が50度 (！) を超えることもざらに
あります。また、ゴミ処理のシステムが上手く稼動
していなく、衛生状態もお世辞にも良いとは言えな
い状態でした。そのため、体調を維持することが日
本に居る時と比べ、格段に難しい場所でした。　最
初、ジャイプルに到着した際、「本当にこの土地で
自分は生きていけるのだろうか」と思ったことを、
今でも鮮明に覚えています。実際あまりの暑さや食
べ物の違い、衛生環境から、到着1週間後にふと気
づくと体重が5キロも落ちていました (汗

②日本人と全く異なる考え方・価値観を持つイン
ド人
　日本人は和を尊ぶ民族である、というふうにし
ばしば言われますが、インド人の性格はその真逆
で個人を重視する傾向が強いです。仕事をしていく
中で意見が対立した際にこうした考え方の違いか
ら、「相手がなぜ反対するのか理解ができない」
といったようなトラブルが何度も起きました。
　具体例をあげるとすれば、インドでは上司の権
限が日本に比べて (まだ自分は日本で就労したこと
がないので恐らくですが) 非常に強いです。上司の
言葉が誤解を招いて仕事が遅れた場合でも、権限
が強い上司はなかなかミスを認めようとはしませ
ん。改善の提案のつもりで言った言葉を、自分の
仕事が上手くいかない言い訳と捉えられたりしてし
まうこともありました。

③本格的なビジネスの経験のない自分
　自分は大学入学から3年間、学生団体での活動や
アルバイトなどは経験したことがありましたが、
大きなお金がかかっている真剣なビジネスは初めて
の経験でした。しかし取引先や上司は何十年もア
パレル業界で働いてきた「プロ」の人ばかり。
　アパレル関連での知識の足らなさから、顧客の方
から「君は本当にこの会社で働いてるのか？」と
言われてしまったこともありました。そうした人
たちとの差を何度も痛感し、自分の至らなさを反
省する日々が続きました。
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 写真＝日本人顧客の方と商談中の インド人副社長 

5000万円の取引を仲立ち
　このような困難がインターン開始当初から続き
ましたが、自分の勤務先は利益をあげなければい
けない企業。当然上司からも「〇〇円くらいの成
果は出しなさい」というプレッシャーもかかり、
仕事に慣れていなくても誰も待ってはくれませ
ん。8月頃にあった大きな取引先 (日本円で5000万
円くらいの大口取引先でした) との交渉で、自分が
取引先の要求を正確に伝えられずに間違った製品
を作りそうになっていることが発覚した際には、
上司から「お前何しにこの会社に来たんだ？やる
気がないなら帰れ！」と厳しい言葉をいただいた
こともありました。
　このような厳しさには、自分の会社の業種も関
係しています。衣服の製造・輸出を主な業務にし
ているのですが、こういった業種では日本の卸売
り業者に対して大量の衣服を輸出するため、１回
の取引が非常に高額になります。業種が服の製造
という軽工業なので意外かもしれませんが、１社
あたり5千万円を超えるような取引すらざらにあり
ます。
 

従業員の首が自分の手に
　もし自分が顧客とのやりとりでミスをして一社
の信頼を失えば、売上高ベースで何千万円単位の
取引が失われるといった大きな損失が会社に降り
かかります。それをインドルピーに変換すれば、何
百人以上の工場で働く人の一年間の給料に換算さ
れるでしょう。極端な例をあげるとすれば、自分
の失敗で大口のお客様との取引が止まってしまえ
ば、たまに自分が訪問した際に笑顔で迎えてくれ
る工場の労働者が職を失うことすら現実的にあり
えました。
　もし日本に居たならば、自分の好きなことをした
り仲の良い友達と話したりすることで、気持ちを切
り替えることができたかもしれません。しかし自分
は1人でインドに来ていたので、なかなかそういう
こともできませんでした。「外国人と働いて成果を
出す」というような大きな目標を掲げてインドに来
た自分でしたが、特にインターン開始から1ヶ月ほ
どは壁を前にして悩む日々が続きました。
　こうした困難やプレッシャーを自分はいかにし
て乗り越えたのか。そして最終的に現地に何を残
せたのか。それについては次回の4回目で書こうと
思います。
 

古川浩康さん (法学部2008年入学)
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筆者の関連サイト
筆者のブログが掲載されているサイト「アイ
セック　海外インターンシップＢｌｏｇ」
(http://www.mentor-diamond.jp/blog/aiesec/)
Twitter「@fullbeee」
(http://twitter.com/#!/fullbeee)
お問い合せ
Hijichoへのお問い合せ
記事の提供、ご意見・ご感想、編集に興味をお
持ちの方は お問い合わせフォームからご連絡く
ださい。
筆者へのお問い合せ
ツイッターを通して直接ご連絡ください。



　市大イベントカレンダーの特徴は、各団体自身で随
時イベント情報を追加することができる点です。(※)
　四者連絡協議会 (体育会、文化系サークル連合、
音楽系サークル協議会、応援団) に所属しているク
ラブ・サークルには、イベント予定追加用アカウ
ントが用意されています。アカウントを利用した
イベント予定の追加作業が困難である場合は、
BOXでの直接聞き取りでもイベント予定掲載の依
頼を受け付けています。また、四者連絡協議会に
所属していない団体や学生・教員・職員個人がイ
ベントを主催する場合は専用フォームから掲載の
依頼をすることができます。
(※実際にカレンダーに反映されるのはHijichoによ
る承認の後となります。)

気軽に手軽に
　これまで各団体がイベントを行うとき、広く宣
伝するためには、ポスターを貼ったり、ビラを配
布したりする方法しかありませんでした。しか
し、ポスターを学生用掲示板に貼る場合であれ
ば、学生支援課の許可を得る必要があり、ビラの
配布はかなり地道な作業です。また、それぞれポ
スターやビラを作成するコストもかかります。
　もちろんそれぞれ有効な手段ではありますが、
もっと手軽に広くイベント情報を伝える方法はな
いでしょうか。そんな発想から、市大イベントカ
レンダーは作られました。
　市大イベントカレンダーでは、Web上での
フォームでイベントの名称・日程・場所などの情
報を記入するだけで、カレンダーへのイベント情
報の掲載依頼ができます。市大イベントカレンダー
では様々な団体の情報が掲載されます。そのた
め、各団体個別のサイトなどで宣伝するのに比
べ、その団体の情報を積極的に得ようとしていな
い人に向けても、広く情報を伝えられるという利
点があります。

イベント情報を一元化
　イベント情報を確認したい人にとっては、ポス
ターやビラでバラバラに入ってきていた情報を、カ
レンダーで見ることによって整理して確認できると
いう利点があります。また、例えば平日に学内の一
室で行われるような規模が大きくないイベントで
もカレンダーに気軽に掲載することができます。市
大イベントカレンダーをチェックしていれば、これ
までだと気づけなかったようなイベントの存在を
知ることができます。
　市大イベントカレンダーは、書きこむ人と見る
人、それぞれが増えることで、互いにとってより役
に立つものになっていきます。ぜひ活用して、市大
ライフを充実させてください。

　Hijichoは、市大や地域でつながりをつくり、活
力を与えるような活動を応援します。カレンダーの
ひとこまだけでなく、新聞やWebでの記事として
活動を紹介することも可能です。市大に関わるたく
さんの人に知ってほしい団体や個人、イベントが
あればどんどん情報をお寄せ下さい。

三谷良介 (Hijicho)

市大イベントカレンダー　http://hijicho.com/?
page_id=3261
イベント追加用アカウント取得フォーム (団体向
け)　http://hijicho.com/?page_id=3245
イベント予定掲載依頼フォーム (大学公認団体以
外の方向け)　http://hijicho.com/?
page_id=3248
お問い合わせ
メール　hijicho@gmail.com
お問い合わせフォーム　http://hijicho.com/?
page_id=330
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市大イベントカレンダースタート！
Hijichoは、市大内でのイベントやクラブ・サークルのイベントの予定を一覧できる、市大イベントカレン
ダーのサービスを開始しました。市大イベントカレンダーはHijicho Web内で公開されています。(http://
hijicho.com/?page_id=3261)

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/
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H i j i c h o マ ッ プ 公 開
新 聞 設 置 店 と お 得 情 報 を発信

　Hijicho大阪市立大学新聞は、大阪市立大学周辺
の地域の飲食店や美容院にも設置していただいて
います。今月よりHijicho Webで公開された
「Hijichoマップ」では、設置店を地図で分かりや
すくご紹介。店舗情報なども見ることができ、お
店探しや予約に便利です。「Hijichoを見た」と伝
えればお得な特典が付いてくるお店もあるので、
お見逃しなく！

　またHijicho Webでは、Web限定の特典だけで
はなく、最新の記事やニュースもご覧いただけま
す。市大と地域を繋ぐイベント情報や数々のニュー
スに、いつでもアクセス。Hijicho Webを、是非ご
活用ください。

Hijicho 地域報道担当班

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

Hijichoのウェブサービス
Hijichoマップ
新聞設置店とお店のお得情報を公開しています。
http://hijicho.com/?page_id=3851
(スマートフォン・パソコンに対応しています)

Hijicho Web
市大と地域を繋ぐイベント情報や数々のニュース
を配信。
http://hijicho.com/
(携帯電話 ・スマートフォン・パソコンに対応し
ています)

開催要領
開催日時：12月10日(土)11:00～昼過ぎ (一部の
みの参加も可)
集合場所：我孫子南中学校裏門前
※昼に簡単な炊き出しもあり
お問い合わせ
上田博之准教授 (生活科学部居住環境学科)
06-6605-2890

　12月10日(土)11時から、住吉区あびこ地域で大規模なごみ拾いイベントが開催される。我孫子南中学校が
主催するもので、当日は同中学校周辺から地下鉄あびこ駅までの地域を、数グループに分かれてごみ拾いを
行う。我孫子南中学校の生徒と同PTAに加え、大阪市立大学生活科学部QOLプロモーター養成コースの学
生、住吉区役所からも区長、職員などが参加する予定だ。

ごみ拾い通じ街を見つめて  我孫子南中主催

　このイベントは、これまでも我孫子南中学校の
活動に参加してきた本学生活科学部准教授の上田
博之氏が、長い間構想していた企画。街を歩きご
みを拾うことを通じ、街の景観を改善するだけで
はなく、街の問題点に気づき、考えるきっかけに
もなることが期待されている。また、年齢層の異
なる人との会話を楽しめる貴重な場でもある。上
田准教授は、「楽しいイベントにしたい。誰でも
参加歓迎。市大生にもたくさん参加してほしい」
と話す。

長澤彩香 (Hijicho)
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　大阪市立大学学術情報総合センター3階エレベー
ター裏に、本学法文学部 (現在の法学部) 卒業生で
作家である開高健の著作コーナーが開設された。
このコーナーでは、本のジャケットや帯をそのま
ま閲覧できるのが魅力。

　コーナー開設に伴い、同センターと文学研究科
が主催で開高健の書評コンクールが実施されてい
る。対象図書は芥川賞を受賞した『裸の王様』を
はじめとする5点。この機会に同氏の著作を読んで
みてはいかがだろうか。

石原奈甫美 (Hijicho)

開高健書評コンクール実施
同氏著作コーナー開設にあわせて

応募要領
対象図書
(1) 裸の王様
(2) 日本三文オペラ
(3) 輝ける闇
(4) パニック
(5) ロビンソンの末裔
様式
1000字～2000字
A4用紙使用、手書き、ワープロ問わず、E-mailで
の提出可 (MicrosoftWord文書添付)
必須記載事項 (字数カウント外)
書評タイトル・書評対象図書名・氏名・学籍番
号・連絡先 (メールアドレス等)

表彰及び副賞
最優秀賞1名 (図書券3万円)
優秀賞2名 (図書券1万円)
佳作3名 (図書券5千円)
応募資格
本学学部学生および大学院学生
応募期限
平成24年1月31日(火)
提出先
学術情報総合センター6階　運営課　庶務担当
(E-mail：syomu-kaiko@media.osaka-cu.ac.jp)
問い合わせ先
06-6605-3217

記事で振り返る2011年
いつもHijicho大阪市立大学新聞をご愛読いただきありがとうございます。さて、今年もあと1ヶ月となり
ました。ここでは今年のHijicho Webで特に閲覧数が多かった記事を紹介します。今後ともHijicho大阪市
立大学新聞をよろしくお願いいたいします。 

大学構内での自転車駐輪が有料に (7月8日)
閲覧数 1,085回 (12/3現在)
(http://hijicho.com/?p=814) 

後期から導入された自転車駐輪の有料化
制度。それに伴い見えてきた、市大が抱
える自転車問題にも迫る。

宿命のライバル  府大戦 (7月2日)
閲覧数 1,079回 (12/3現在)
(http://hijicho.com/?p=183)

今回で36回目を迎える府大戦。体育会幹
事長に今年の意気込みを聞く。今年の結
果も掲載。

就活？いいえ、朝活です (7月22日)
閲覧数 1,001回 (12/3現在)
(http://hijicho.com/?p=1086)

突如として学情前に現れた不可思議な一
団。彼らの目的は何なのか。ユニークな
活動を行う学生の姿を紹介。

mailto:syomu-kaiko@media.osaka-cu.ac.jp
mailto:syomu-kaiko@media.osaka-cu.ac.jp
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団長の木元逸朗さん (経・3) から
「オーケストラと聞くと、イメージとして「高貴な音楽だよね」とか、「とっつきにくそう」とい
うことが挙がると思います。そう思ってる人は是非足を運んでみて下さい。我々の特徴でもある
「熱い」演奏を通して、皆さまに何かを感じていただければ我々団員は非常に嬉しく思います。」


