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圧倒の蔵書数と機能性を備えた学術施設
大阪市立大学の付属図書館である学情は、外観

もさることながら蔵書数、機能性においても他の
大学の付属図書館を圧倒する。220万冊の蔵書数は
国内でも5本指に入るほどだ。また図書の閲覧・貸
しだしに限らず映像資料の閲覧ルーム、PCルーム、
会議施設等が館内にあり、その名の通りマルチメ
ディアセンターの体をなしている。

都市と共存し、開かれたスペース　
ではフロアごとに順に紹介していこう。まず1

階だが、エントランスホールに入ると左手に談話・
ビジュアルコーナーと右手に自由学習スペースが
ある。談話・ビジュアルコーナーでは市大に関す
る映像がデジタルサイネージ (電子看板) を通して
流れている。市大の雰囲気を感じていただけるだ
ろう。
　一階エントランスホールは学生証や利用カード
が無くとも出入りできるスペースであるため、誰
でも気軽に立ち寄ることができる。自由学習コー
ナーでは市大生の他に大学受験を控えた高校生も
勉強に利用いている。 また入って右手の奥にはカ
フェテリアもある。値段設定は一般的なレストラ
ンと変わらないが、ミールカードが利用できるの
で食堂に飽きた頃に試してみてもいいだろう。

２階では本の探し方や様々な手続きに対応
　学生証をゲートを通って2階に上がるとメインカ
ウンターがある。ここで本の貸し出しや、グルー
プ学習室の利用申し込み手続きを行うことができる。
グループ学習室はサークル活動やゼミのミーティ
ングで使用することがあるだろう。分からないこ
とがあればカウンターで聞こう。
　2階には他にも雑誌・新聞閲覧コーナーがある。
ファッション雑誌や経済誌、科学誌等々数十種類
の雑誌と新聞も大手数社のものが読める。少し時
間が空いたときにはここで時間をつぶしてもよい
だろう。

主に学部生が文献を集めるのが３・４階
　学部生が主に閲覧するような本は3，4階の2フロ
アに納められている (3階は人文科学と自然科学、4
階は社会科学) 。またフロアには500を超える席が
用意されているので、勉強で利用する学生は多い。
　「『学術』情報総合センター」という名称からも
推測していただけるかと思うが、残念ながら最近の
小説など主に娯楽などを目的とした書物は (一部の
文学作品を除き) ほとんど置いていない。あくまで
学問に関係している本のみが所蔵されている。その
点が一般の図書館と大学の付属図書館との異なる
ところである。もし一般的な書物を借りて読みたい
場合には、杉本キャンパスから少し離れるが大阪市
立住吉図書館をお勧めする。

５階ＰＣルームはレポート作成の強い味方
　5階にはパソコンルームと映像資料を鑑賞できる
部屋がある。レポートの作成、情報収集、メール
の送受信等々行うためにも、大学生なら一人一台
はパソコンを持っていたいものだが、何らかの理
由で持てない場合はここのパソコンを利用しよう。
試験前の放課後はレポートを作成する学生であふ
れるため、パソコンをもっていないならば早め早
めにレポートを仕上げるのもいいだろう。

一部手続きの必要なエリアも
　他にもフロアがあるが、学部生が主に利用する
のは1階から5階までであろう。ここで全てはご紹
介できないが、興味があるなら他のフロアも積極
利用してみるといいだろう。ただし、フロアによっ
てはメインカウンターにて手続きを行わないと入
れないところがあるため注意が必要だ。

企画展示やシンポジウムも
　学情では不定期で催し物や学会発表などのシン
ポジウムもよく行われる。Hijichoも昨年5月に1階
文化交流室にて、震災に関するフォーラムを開いた。
その他、「就活」というテーマで、就職活動の参
考になる図書を展示したり、また年度末に廃棄予
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学情の使い方
杉本町キャンパスの中央に、ひと際目立つ四角いガラス張りの建物がそびえている。「学情」という略称で
親しまれ、勉強、読書、その他様々な場として利用されるこの建物こそ「大阪市立大学　学術情報総合セン
ター (以下、学情) 」だ。今回、この学情を特に入学間もない新入生の方々、そして近隣住民の皆さまへ少し
ご紹介したい。

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/



定の雑誌を無料配布などもしたりしている。学情
のイベント情報はポスターやもしくは学情のHPか
ら確認することができる。ぜひ足を運ぶといい。

4月から変わる学情
前年度まで、原則として毎月の第3木曜日は、蔵書
整理のために休館していたが、今年度からは授業
がある日は休館しないとしている。出入口も正面
玄関に加えて、南北二つの出入口も使用可能とな
る。また、無線LANが館内に導入され、ネット環
境が向上するなど、これまでと比較して利便性が
飛躍的に上がるようだ。詳細は次号以降に追って
お伝えする予定だ。

登録料に注意
　自転車を登録するにあたって、留意したいのは
以下の3点だ。

なお、これまでのシールは剥がして処分しよう。

　登録方法は、平成23年度と同じだ。まず、証明
書自動発行機で自転車登録用在学証明書を購入し、
経営管理課分室 (田中記念館1階) へ行き、登録
シールをもらう。通常の在学証明書と自転車登録
用在学証明書は異なるので、間違えないよう注意
してほしい。もらった登録シールは、見えやすい
ように、自転車後方の泥除け部分に貼りつけよう。
　登録シールの受け取り時間は、9:00～17:00ま
で。第二部の学生は、設定された期間内 (4月9日
(月)～4月20日(金) ※土日祝日を除く) において、
17:00～18:30の間も、経営管理課管財担当 (1号館
1階) の窓口で登録ができる。
　登録が完了すれば、平成24年度1年間の駐輪が
認められる。なお、後期から自転車登録が開始さ

れた平成23年度と異なり、半年のみ在学予定の学
生も1,000円の登録料が必要となる。
　登録期間が終了すると、登録シールのない自転
車には、大阪市立大学杉本地区構内交通規制実施
要項に基づき、定期的にチェーンによる施錠措置
が講じられるため、必ず期間内に登録を済ませて
おこう。

期間内に登録を
　新年度開始における自転車登録にあたって、大
学側は、登録開始当初は証明書自動発行機が混雑
することが予想されるため、発行機が比較的空い
ている時間をみて登録するよう呼びかけている。
なお、「平成24年度自転車登録」に関する詳細
は、全学ポータルシステム　学生掲示板を参照して
ほしい。

三宅千悠 (Hijicho)
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近隣住民の皆様へ
　学情は大阪市立大学の学生だけが使用できると
いうわけでなく、大阪市内にお住いの方（又は勤
められる方）であれば所定の登録を行えば誰でも
ご利用できます。この機会にぜひご利用されてみ
てはどうでしょうか。利用登録はセンター内2階の
メインカウンターにて、利用資格が確認できるも
の（住民票、社員証等）をご提示の上、登録費用
2,000円をお支払いください。1回の登録と更新に
つき2年間の利用が可能となります。詳しくは、大
阪市立大学ライブラリーサービス、またはイン
ターネットにて「大阪市立大学　学術情報総合セ
ンター」を検索の上、ご参照ください。

徳永一雄 (Hijicho)

新年度、自転車登録を忘れずに
大阪市立大学では、平成24年度になるに伴って、新たに自転車登録が必要となる。本学で構内放置自転車を
取り締まるため、平成23年度後期から開始された自転車登録。2回生以上の皆さんは、開始にあたり、大き
な議論を呼んだことが、記憶に新しいのではないだろうか。

対象：全ての大学構内駐輪自転車
期間:平成24年4月2日(月)～4月27日(金) (新入生
は4月6日(金)の学生証交付後)
登録料:1,000円 (平成23年度後期は500円)

関連記事
大学での自転車駐輪が有料に (第5号掲載)
(http://hijicho.com/?p=814) 
自転車駐輪シールを盗られたら (第6号掲載)
(http://hijicho.com/?p=2330) 



写真＝集められたごみ (井坂写す)

写真＝ごみアート作成中の様子 (井坂写す)

写真＝完成したごみアート (井坂写す)

実際にこの企画を進めた学生のうち、仲島希さん 
(哲学・2) 、伊勢望さん (表現文化・2) 、中村瑠美
さん (表現文化・4) 、佐藤公美さん (表現文化・2) 
に、お話を伺った。(聞き手：島田、井坂)

写真＝左から仲島さん、伊勢さん、中村さん、佐藤さん 
(井坂写す)

地域の方へのアピールに
―前回取材時から今日の本番を迎えるまで、どの
ように企画を進めてきたのですか。
　学外の方々のご協力に助けられました。住吉区
役所の市民協働課の方々は、当日の段取りの調整
を手伝って下さいました。大阪芸術大学の学生さ
んには、1月からごみアート作品の作り方など企画
全体のアドバイザーとしての協力をしてもらいまし
た。いずれも、住吉区役所で開かれている「わいわ
いおしゃべりラウンドテーブル」 (以下、「わいお
しゃ」) で知り合いました。

―当日を終えての感想は。
雨が降ったことは本当に残念です。それでも地域の
方々に見てもらえたことに意味があったと思いま
す。もっと多くの方々に参加してもらえるよう、呼
び込み方を工夫すべきだったというのが反省点で
すね。特に、看板は作るべきでした。

―ごみアートの今後の展開は。
来年同じ企画をするかどうかは未定です。手伝って
くれていたおっちゃんは、「来年もやってほしい」
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全員がパイオニア　大和川ごみアート
文学部専門科目「表現文化演習Ⅱ」のアーツマネージメント企画「大和川ごみアート」が、3月4日に行われ
た。住吉区役所の大和川クリーンアップ大作戦で集められたごみを用いて、アートを作るのがこの企画の目
的だ。当日はあいにくの雨だったが、立派なアートが完成。なお、予定されていた展示は行われなかった。

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/



とおっしゃっていました。もし実施するなら、今
回の様子を見てくれた人たちは、参加して下さる
のではないでしょうか。来年この授業を受ける学
生が違うことをやることになっても、今回で区役
所の方や地域の方に認知してもらえたと思うの
で、今後の連携が容易になったのではないかと思
います。

学内外のつながりを構築
―この授業全体の感想は。
　交渉力やコミュニケーション力がかなり身につ
いたと思います。普段の授業とは違い、学外の方々
とつながることができて、楽しかったです。地域
との交流で、市大そのものが急に身近になりまし
た。他方で、学内でのつながりも広がりました。
同じ学部でも、コースや回生が違えば交流する機
会はほとんどありませんが、この授業ではコース
や回生を越えた交流ができました。先生には多く
の助言をいただいて、密な交流ができました。
　資料を作ったり、区役所の方に電話したりと、
いろいろやることが多くてしんどい時もありまし
たし、時には諦めそうにもなりましたが、今日ま
でやり遂げることができてよかったです。この授
業に参加した全員がパイオニアです。他の学部・
学科も地域交流のための授業を取り入れて、それ
らが市大の名物みたいになればおもしろいでしょ
うね。

―区役所と一緒にイベントをした感想は。
　区役所の方々が区民のためにがんばってくれて
いるんだと実感しました。仕事外の連絡にも迅速
に対応して下さって、私達の話にしっかり耳を傾
けて下さいました。住吉区の区長さんが非常に気
さくな方で、良い意味で衝撃でしたね。この企画
の成功は「わいおしゃ」のおかげだったと言って
も過言ではありません。

受講のすすめ
―この授業を受けるかもしれない後輩へのメッ
セージをどうぞ。
仲島「ちょっとでも興味があればぜひこの授業を
取ってみてほしいです。」
伊勢「文学部のひとつの授業として見ると、多様
なアートに触れることで自分が何をしたいのかを
考えるきっかけになるかもしれませんね。」
佐藤「自分以外の人の考えに触れられて、自分の
幅も広がる機会になります。」
中村「大学に何をしに来たのか、この授業を通し
て考えてみるのもおもしろいと思います。」
伊勢「Come on！」

地域社会への発信を考えるきっかけに
　続いて、授業を運営した文学研究科表現文化学
専修の小田中章浩教授にもお話を伺った。

―この授業を開講した経緯は。
　学生が受け身ではなく、自発的に動いて作る授
業であること、アーツマネージメントの能力を身に
つけることが目的です。きっかけは、ご自身もアー
ティストであるアジア都市文化学専攻の中川眞先
生が、表現文化コースと共同でこういう授業を作ろ
うと提案されたことです。もっともこの授業ができ
る前段階として、「ギャラリーりてら」という学生
のボランティア・グループを立ち上げました。これ
はエイブル・アート、つまり障害を持った方が自立
するための手段としてのアートを、文学部の展示ス
ペースで開催するというアーツマネージメントのた
めのグループです。

̶実際に授業を行って、気がついたことはありま
すか。
　学生たちは、最初はアーツマネージメントが何な
のかよくわかっていなかったようです。しかし実際
に取り組んでいく中で、良いチームワークを発揮し
ていきました。市大生はどちらかというと大人し
くて引っ込み思案だという印象があったのですが、
実際にはまったく違うことがわかりました。特に、
最後の追い込みの時期は、授業のない春休みだっ
たのに、何度もミーティングを行って、しっかり準
備していたと思います。

̶今後もこういった形の授業は続けていかれますか。
　2012年度も行います。とは言っても、学生の自
発性を重んじるので、またごみアートをするかど
うかはわかりません。どんな形になるかは学生次
第ですね。しかし、今回の企画によってご縁がで
きたので、これからも別の形で大和川でのごみ
アートを続けていければと思います。これからの大
学に必要なのは、教員だけでなく、学生が中心と
なって地域社会へ何かを発信できないかと考える
こと。そのひとつのきっかけを作ったのが、この
授業の新しさだと思います。
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地域との関わり方には様々な切り口がある。今
回の大和川ごみアートもそのひとつだ。きっか
けは意外と身近で些細なところに転がっている
のかもしれない。

島田隼人 (Hijicho)

from Editor



写真＝「アベノあめ村」の看板 (近藤写す)

地元のあめちゃん文化を発信
　これは、あべのキューズモールが地域貢献の一
環として実施している企画「スマイルプロジェクト」
の第3弾として行われた企画。今回は地元の商品を
販売し、発信していこうという試みだ。その商品
として選ばれたのは大阪に根付く「あめちゃん」だ。
そして、「あめちゃん」を販売する際の経営・販
促を市大生が担うという形である。

　「あめちゃん」とは関西地方を中心とした飴の
呼び方。関西では名詞に敬称を付けることが多い 
(例：お芋さん、住吉さん (すみよっさん) ) 。さら
に「あめちゃん」と言えば、大阪のおばちゃんが
「あめちゃんあげるわ」と初対面の人にいきなり
差し出す光景はテレビでもおなじみだろう。この
ように、もはやあめちゃんは大阪の文化と言える。

写真＝様々なあめちゃんが並ぶ (近藤写す)

地元のあめちゃん文化を発信
市大生×キューズモール
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あべのキューズモールにて2011年5月26日から2012年3月20日にかけて営業された「アベノあめ村」。
「あめちゃん」を専門に販売するこの店舗の販促企画や営業は大阪市立大学の学生を中心に運営されていた。
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写真＝店舗内の看板 
(近藤写す)

写真＝限定商品の「あべのアメちゃんハイボール」
(アベノあめ村スタッフ提供)



市大生が中心となって運営
　この店舗の運営に携わったのは、主に商学部の
「プロジェクトゼミナール」という授業での募集
に応募した学生有志だ。参加者の一部にはそれ以
外から参加している学生らも居り、学年や学部も
異なる。
　運営チームのリーダーを務める林侑輝さん (商学
部2回生) は、プロジェクトゼミナールで募集がか
かった時に真っ先に手を挙げた。林さんは当時1回
生だったがビジネスコンテストの経験もあり、何か
企画してみたいとの思いからこの企画に参加した。
企業の裏方に関わってみたいという意欲もあり、
販促にも興味を持っている。今回の企画にピッタ
リだ。

写真＝ (左から) スタッフの川中健士さん (商学部2回生) 
と林さん
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　林さんは3月9日にキューズモールで学生向けの
落語の寄席を実施する「休津亭プロジェクト」の
代表も務めた。林さんは「多くの市大生がユニー
クなことをしている。いろんなことに積極的に関
わると学生生活はもっと面白くなると思う」と話
す。
　新年度が始まるのをきっかけに、新たなことを
始めてみてはいかがだろうか。

近藤龍志 (Hijicho)

杉本町駅東改札口　臨時通路設置
大阪市立大学は3月6日、JR阪和線杉本町駅東改札口開設に伴い、3月12日(月)より東改札口から大学西門ま
での臨時通路を設置することを発表した。

概要
設置時間：平成24年3月12日(月)～平成24年6月15日(金) (予定)
通行時間帯：平日の午前8時～午前10時 (祝日を除く)

なお大学は、西門から大学構内に入る場合は安全のため以下の推奨ルートを利用するよう呼びかけている。

お問い合わせ
経営管理課学舎整備事業計画担当
電話：06-6605-2061

参考
大阪市立大学公式ページ
(http://www.osaka-cu.ac.jp/
news/20120306114214/
campus.html)

石原奈甫美 (Hijicho)



大学で学生が得るものとは何か？
―現在はどのような研究をされているのでしょう
か。また、その研究をすることになったきっか
け、背景は。
　現在は、「大学の教育の成果」について研究して
います。ざっくり言うと、「大学で学生が学んだ成
果とは何だろう？　何をもって成果と考えればい
いのだろう？　学位？　単位？　他には何があ
る？」という疑問に、もともとの専門分野である
社会心理学の方法論を用い、複数の観点からアプ
ローチしています。
　「高校時代に無かったことを学びたい」という
欲求があって、社会心理学の分野に進みました。
正直に白状すると、学生だった当時は、あまりよ
く理解しないままにいくつかの心理学の専攻分野
の中から消去法で選んだのですが、結果的には、
社会と心理にかかわることならどんなことでも
様々な方法を使って学んで研究できる「フリーダ
ム」な学問だったところが良かったですね。

夢は、「猫様」と暮らす老後
―プライベートでは、どういった活動をされていま
すか。
　端的に言うと、猫様にお仕え申し上げています。
家に帰ったらまず、猫のストーカーをします。仕事
以外に一番大事なことが猫です。
大学にも可愛い猫がいますが、やはり一番可愛い
のはうちの猫ですね。猫と一緒に暮らしている人
ならきっとこの気持ちを分かってくれると思いま
す。昔からずっと猫を飼うことが夢で、猫を飼える
だけの経済力をもつために就職したといっても過
言ではありません。老後は沢山の猫を飼って、彼

らに囲まれながら一緒にひなたぼっこをするのが
「夢」ですね。

―猫にまつわるエピソードや、オススメの画像は
ありますか。

　この猫は、私が初めてお仕え申し上げた猫です。
昨年、心臓の病で星になりました。病だと判明し
た時、私は猫について分かったつもりでいて、実
は全く分かっていなかったことがどれだけ多いか
に気づきました。その時から必死で病気の知識や
お世話の仕方について学び、実践へと結びつけま
した。
　このことは、今の私の教育・研究の姿勢を振り
返るヒントにもなりました。「直接『自分の』問
題として経験すること」が、自分自身にとって自発
的な学びの姿勢を促進する原動力となることを、
初代猫が今一度教えてくれたのです。では、大学に
入学してきた学生たちに学びの原動力をつかんでも
らうきっかけとして、大学教育はどこまで機能しう

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/ 08
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教授が語る夢
大学教育研究センター
渡邊席子准教授
市大の様々な分野の教授にインタビューをし、個
人的な夢や思想を聞くことで教授自身のことを深
く追求していくコーナーです。 写真　渡邊先生が飼っていた猫　　　　　　　渡邊先生提供

第4回は、大学教育研究センターの渡邊席子 (よりこ) 准教授にお話を伺いました。渡邊先生は教育・社会
系心理学を専門として、現在高等教育機関で学ぶ学生にとって「自発的に学べる」環境を整えるために何
が必要かを知るための各種調査と実践研究を行っておられます。



るか、一教員として何ができるか。古くて新しく
て難しい宿題も改めて受け取りました。

「意欲的な学び」に切り替えよう
―学生に向けてのメッセージをお願いします。
　高校までの勉強と大学での学びは全く違います。
その違いにカルチャーショックを受けて欲しいと
思います。大学では、「自分は◯◯を学びたい (○○
を学びたいなら、それを学ぶために必要なことを自
分で見つけて自覚的に学ぶ) 」という意欲的な姿勢
が必要です。そこが、根本的に高校とは違います。
　学生の皆さんによくあるのが、偏差値や文系・理
系などの条件から「行けるところに」来た状態です。
一方で、大学教員、特にこの大阪市大の教員は「学
生に何かを学んで欲しい」「こんなに面白い世界が
あることを知って欲しい」という熱意に溢れていて、
その意識の違いに驚くかもしれません。ですが、
そういった違いを恐れるのではなく、楽しんで欲
しいですね。
　楽しむためには、「楽しませてくれる」ことを待っ
ていてはいけません。自分から積極的に取り組んで
いくことが大切です。今年からは「新入生のための
授業選び案内」という資料を同封して、学生の皆さ
んが大学でどうやって学んでいけばよいのかを考え
るヒントを提供しているので、ぜひ活用してくださ
い。この資料にはシラバスの読み方も書いてありま
す。近年のシラバスでは、授業の「到達目標」が明
確化されるようになりました。授業を選ぶ前にその
内容を知っていれば、より積極的に学べますし、
成果も大きくなるでしょう。

―どうすれば意欲的に学べるようになるのでしょ
うか。
　「なんとなく学んでいる」という状態から「自
分の学んでいる (学んできた) ことにはこんな意味
があるんだ」「自分は◯◯のためにこれを学ぶん
だ」という意欲的な状態に自らを切り替えていく
ことが大切です。この切り替えができるかどうか
は、教員の側ではコントロールしきれません。本
当に「自分次第」なんです。全学共通教育科目 (一
般教養) では多様な授業が開講されていますし、学
年が進むに従って、より深く専門的な知的世界が
展開されていきます。そこで多くの幅広い知に触れ
て、あるいは、大学教員たちの強烈な個性に触れて、
「コレだ！」というのを見つけて欲しいと思います。

私自身、学生時代の最初の方は「なんとなく」勉
強していました。しかし、私はこれが知りたい、
もっと知るために実験や調査をデザインしたいと
思ったとき、それまでなんとなくやってきたこと
の意味が分かり、見えていた世界が突然変わった
ような感覚になりました。この感覚は、「そうなっ
てみないと分からない」ですね。そして、「そう
なったとき」こそが、その人にとって「意欲的に
学べる最適なタイミング」なのだろうと思います。

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/

　昨今、注目されている「初年次教育」の最前
線で研究活動をされている渡邉先生に、「大学
での学び」について語っていただいた。今月で
卒業する筆者も、自分の学びたい分野が見つ
かった時から活き活きとして学問に取り組むこ
とができるようになった。
　新入生の皆さんや在学生の皆さんも、自分の
学びたい分野を見つけて、大学生活を有意義に
過ごして成長して欲しい。そのためには「経
験」あるのみだ。実際に現場に出かけてみて、
問題を自分の目で見るのがその近道だろう。

井坂直矢 (Hijicho)
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from Editor



SNSとは?
　皆さんは普段、SNSを使っているだろうか。
SNSとは、ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビスの略称であり、人と人とのつながりを促進し
サポートするコミュニティ型のWebサイトのこと
である。主な例として、mixiやTwitter、Facebook
などがあげられる。SNSには主に、人との交流を
促進できる、情報を手に入れることができるとい
う２つの利点がある。

SNSを使うことのメリット
他者との交流の促進
　今まで連絡をとることができなかったかつての
同級生と、再び交流をもつことができる「過去の
つながりの再構築」。SNS上で会話を重ねること
で、今の知り合いとより親しくなれる「現在のつ
ながりの強化」。未知なる人との「新しいつなが
りの創出」。これらの3点が、他者との交流におい
てSNSを使うことの主なメリットだ。
　特に「新しいつながりの創出」について、人脈
を広げるために使うことができる。例えば、従来
はあるイベントなどで知り合った人と、その後関
係を発展させていくのは難しいことだった。しか
し、SNSでコンタクトを取れば、その後も関係を
継続させ、より深めていくことができるように
なった。このように人脈を広げたいという方は、
SNSに登録してみてはいかがだろうか。

情報の入手
　SNSは、情報を入手するためのツールとして使
うこともできる。例えば、Twitterはログインした
際、自分専用のページ「タイムライン」に、自分
の投稿と「フォロー (他のユーザーの投稿を自分の
タイムラインで表示できるように登録すること) 」
したユーザーの投稿が、時系列順に表示される仕
組みになっている。なので、ニュースや列車の運
行情報、就職活動に関する情報など、自分が必要
とする情報を発信しているアカウントを「フォロー」
すれば、その情報が「タイムライン」に表示され、
情報を随時入手することが可能だ。

　また、SNSは災害時に安否情報の確認のための
ツールとしての活躍も期待されている。Facebook
は2012年2月27日、日本国内の利用者向けに「災
害用伝言板」機能を公開した。この機能では、自
分の無事をFacebook上に報告するとともに、友人
の無事の確認をすることもできる。
　このように、SNSは様々な情報を入手するため
のツールとしても機能する。

HijichoとSNS
　Hijichoは、TwitterとFacebookページで、
Hijichoが提供するニュースサイト「Hijicho Web」
における新着記事の紹介や学内外の様々な情報の
発信などを行なっている。
　HijichoがSNSアカウントで発信している情報は、
本学の学生にとって重要なものが多い。学術情報
総合センターの休館日、本学の公式ホームページ
や全学ポータルサイト上の情報、地域の情報など
だ。このように、HijichoのSNSアカウントは、市
大生にとって重要な情報を集約し、発信するとい
う役割を果たしている。　　　
　HijichoのSNSアカウントでは、これからも大学
生活に役立つ情報を随時発信していく次第だ。ぜ
ひとも有効活用していただきたい。

鶴木貴詩 (Hijicho) 
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SNSを始めよう！
mixiやTwitter、FacebookなどのSNSは非常に便利なツールである。ぜひこの機会に始められてはいかがだ
ろうか。SNSを使う際には、あわせて次ページの「SNSの『正しい』使い方」も読んでいただきたい。

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SNSアカウント

Twitter：@hijicho (https://twitter.com/#!/hijicho)

Facebook：http://www.facebook.com/hijicho



SNSの危険性
　SNSには多くのメリットがあるが、個人情報を
取り扱う以上、リスクも存在している。例えば、
リスクの一つにいわゆる「炎上」があげられる。
「炎上」とは、ネット用語で、あるユーザーの不
適切な書き込みに対して、批判的なコメントが多
数寄せられることである。さらに学校や勤務先に
報告されることもある。また、書き込みの内容に
よっては、停学や解雇といった処分を受けること
もある。このように、SNSを使うことには社会的
な責任が伴う。

SNSを使う際の注意点
個人情報の取り扱いに注意
　人に知られたくない情報や、見ず知らずの第三者
があなたの人物や住所などを完全に特定できる個
人情報などを掲載することには慎重であるべきだ。
　また、一つ一つの書き込みでは個人を特定でき
なくとも、複数の情報を組み合わせれば、それも
個人情報になるので注意が必要だ。特にSNSを複
数利用しているユーザーは注意する必要がある。
それらを芋づる式に探すことで、個人を特定しや
すくなるからだ。具体的に言うと、ユーザー名や
書き込みの内容などから、それらが同一ユーザー
のものだと分かれば、個人を特定するための材料
が増えるのだ。
　見ず知らずの人があなたの個人情報を探している
という可能性を、絶えず念頭に置くことが大切だ。

設定に注意
　mixiやTwitter、Facebookでは書き込みなどの
公開範囲を設定できる。限られた範囲でSNSを
使っていきたい場合は、このような設定を使って
いこう。
　SNSでは、設定ミスなどによる個人情報の意図
しない公開も起こりうる。例えば、Twitterや
Facebookには自分の書き込みに位置情報が付記さ
れる設定が存在する。また、デジタルカメラや携
帯電話に搭載されているカメラには、GPSを利用
して撮影地点の位置情報を写真に付記する機能も

ある。このような情報が付記された書き込みや写
真をSNSに掲載することは、自分の現在地や住所
を意図せず明かしてしまうおそれがあるので、設定
をオフにした上で必要に応じて使うべきだ。
　以上から、SNSの設定・機能をしっかりと理解
した上で使っていくことが大切だ。

発言に注意
　「炎上」の原因となる書き込みの一例は、未成
年の学生による飲酒、無賃乗車といった犯罪の告
白や社会的倫理に反する発言がほとんどだ。そも
そもそのような行為をしてはならない。また、社
会的倫理に照らし合せてグレーゾーンに当たるよう
な行為や主張も、積極的に書き込むべきではない。
自分では全く問題ないと思った書き込みも「炎上」
の火種となりうる。細心の注意が必要だ。
　そして、「炎上」を増やしているのは、炎を起こ
したいユーザーの存在がある。そのような存在が
いるということを常に念頭に置いておくことが、
SNSを使う上では必要だ。あなたの書き込みを読
んでいるのはフォロワーだけではない。炎上させ
ることを目的に、不適切発言を探しているユーザー
もいる。そのことを心に留めておく必要がある。

情報源に注意
　SNS上の情報は、全てが正しいというわけでは
ない。例えば、東日本大震災後、雨に放射性物質
や石油コンビナート爆発による有害物質が含まれ
ているので、外出を控えたほうがよいなどという
様々なデマがSNS上で広まったことは記憶に新し
い。SNS上の情報を鵜呑みにするのではなく、各
自が情報源を調べ、その情報は正しいのかどうか
を見極める必要がある。

まとめ
　このように、SNSには様々なメリットがある一
方、常にリスクも存在している。SNSは、他者との
交流を促進したり、情報を入手するには非常に便
利なツールである。だからこそ、SNSの「正しい」
使い方に注意した上で、有効活用していこう。

鶴木貴詩 (Hijicho)
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SNSの「正しい」使い方
SNSは非常に便利なツールだが、使い方を間違えればトラブルを引き起こしてしまう。「正しい」使い方を
身につけよう。



　メディアリテラシーをお話する人は口を揃えて
こう言う。メディアが送り出す情報は、現実その
ものではなく、送り手の観点からとらえられたも
のの見方のひとつにすぎない。事実を切り取るた
めには主観が必要であり、また、何かを伝えると
いうことは、裏返せば何かを伝えないということ
でもある。
　Hijichoはメディア団体であるため、何を報道し、
何を報道しないのか、この議論は重要だ。震災の
復興支援のための報道を行ってきたHijichoを振り
返り、今後の震災に関する報道について少し考え
てみたい。

震災時期に誕生したHijicho
市大メディア団体Hijichoが本格的に動き出したの
が2011年2月27日。Hijichoのアイデアがおよそ具
現化したスタートアップの時期だ。東日本大震災
が発生したのが3月11日。Hijicho市大新聞の4月
号 (創刊号) の記事の構想を練っていた頃だ。そし
て私は3月29日から1週間被災地入りし、現場の
生々しい様子を体感した。この経験はその後の
Hijichoに影響を与えている。Hijichoの団体理念
は『つながりの創出による地域活性化』だが、こ
の理念を掲げるに至ったのも昨年の震災が関与し
ている。またメディア団体としての役割やボラン
ティアのあり方を考えるきっかけにもなった。

メディア団体としての責務
被災地復興支援の議論が各所でなされる中、Hijicho
は、市大新聞、Web、Twitterなどの媒体を用いて
広報面でサポートを行った。募金活動等の支援活
動は一元化して行った方が効率的だからだ。当時
は有志団体の乱立が懸念されていたが、大学の機
関であるボランティアセンターが中心となり活動
が行われた。そんな中、募金方法などの情報を流
通させるのがメディア団体Hijichoの専門的な役割
だった。広報を担当する団体、実際に募金を呼び
かける団体、責任をとる団体、それぞれが担うべ
き役割を認識してうまく連携がとれていた。この
時期は、みんな衝動的にいわゆるボランティア活
動を行っていたのだ。ボランティアをしようとい
う思いよりも前に、何かしなくてはという気持ち

が衝動的にこみ上げてきた結果、それが結果的に
ボランティアだったということである。このエネ
ルギーを常に発揮できるように、すなわち意識の
風化を防ぐために広報活動は継続して行われるべ
きである。ぜひともHijichoはメディア団体として
の責任を今後も果たしていきたいと思う。

地域とのつながり創り
　ボランティアの話になると地域とのつながりの
重要性が指摘される。災害に見舞われた時、日頃
から住民が顔見知りの関係でいたら、お互いに助
け合い、救助やその後の生活が円滑になるからだ。
実際に被災地を訪れて活動することもすばらしいこ
とだが、現地の方、もしくは近隣の方がその責務
を負ったほうが、時間や費用などコストパフォー
マンスがいい。むしろ遠く大阪で生活をする私た
ちは、これを機に自らの生活地域の見直しを検討
することが重要だろう。

ちょっとずつ、地域学
地域とのつながり創りといっても具体的に何をし
たらよいのか。その疑問に対してHijichoは2011年
の6月に『震災を考えて大学と地域をつなげる
フォーラムディスカッション』というイベントを大
阪市立大学生活科学部と共に開催した。様々な立
場の人間が一堂に集結し、どのような地域交流が
できるか、実際に案を出し合うという企画だ。こ
こで出た案はその後に多少形は変われど実現され
た。例えば、浅香で行われているお祭りへの市大
生の参画や、プロバスケットチーム「大阪エヴェッ
サ」とHijichoのコラボレーションなどだ。2011年
の9月には、住吉区長の仲立ちで『地域学』の勉強
会がHijicho内で行われ、地域報道のよりいっそう
の飛躍を期待していただいた。Hijichoは是非とも
期待に応えたいと意気込んでいる。今後も地域の
情報をより豊富に広報していくつもりだ。例えば
『すみよし探歩』を見てみてほしい。

ボランティアの広報についての話
　大学当局は被災地支援のボランティア派遣を行っ
てきた。2011年11月3日にはその報告会が実施さ
れたが、あまり気が進まない報告会だった。関係
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震災から1年経って
2012年3月11日、東日本大震災から1年が経過した。今回は、昨年11月に公開した『コラム:震災とHijicho』
という記事をもとに、改めて同テーマで筆者 (中野寛之) の考えをまとめてみる。

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/



者の中からいくらか不満の声を聞くことができた
が、不満に思うのは、どうしても当局に利用され
ている感じがするからだろう。
　当局ははじめから報告会のために学生を派遣し
ているように思える。大阪市立大学と明記された
ビブス着用の強要や観光記念のような写真撮影、
その行動に関しては特別声を大きくして批判する
ことでもないが、当局の態度に関して疑問をもつ
学生も多く存在するという事実を報道しておく意
義はあるだろう。この事態に対してどのような問
題が生じてくるだろうか。
　1つは、ボランティアに参加した学生が不快な想
いをする可能性があるということ。もう1つは、市
大生として恥ずかしい、市大を誇れない、と感じて
しまう学生もいるということだ。ボランティアを
する目的を当局に決められてはたまらないだろう。
ボランティアを送り出す機関はボランティアの広
報をしないほうがよいのではないかと思う。当局
は外部のボランティア団体や支援団体の窓口的な
役割を粛々とこなすだけでよい。ボランティアの
人数を増やそうと画策する必要はない。あれこれ
在り方を議論したりするのは専門家や当事者の役
割であって、当局は当局としての意見を言わない
ほうがよい。大学の名前を背負っているとだめだ。
どうしても大学の株を上げるための広報をしてし
まう (いやそれは結構だが、そのことが目的化して
しまっている) 。 なので、例えば報告会をするな
らば、報告したい事柄や思いがある人がそれを企
画するべきだろう。広報は、当局とは直接関係の
ない広報の専門機関、もしくは個人がやったほう
がよいと私は考えている。

現地での活動
　3月は現地の方々も、ボランティアで現地入りし
ている学生もピリピリとしていた。私はそこで避
難所の取材 (ニーズのアセスメント) をしていたの
だが、避難所の状況や被災現場を生で目の当たり
にした時は言葉が出なかった。一瞬たりとも気が
抜けない。無論そんな現場でバカ騒ぎなどはでき
ず、そこで出逢った仲間と記念撮影をするという
事は考えにも浮かばない。
　私は震災から半年経った2011年9月にもう一度
被災地を訪れた。大小さまざまなボランティアが
参入しており、中でも学生ボランティアが目立っ
た。そこで感じたことは緊張感の違いだ。ボラン
ティアの受け入れ側の意識と目的はあまり変わっ
ていないが、する側の意識と目的はすでに変化し
ている。衝動的に奉仕活動をしたくてたまらない

からボランティアをするのではなく、例えば、なん
となくすごいと思うから、貴重な経験として、楽し
そうだから、と随分緊張感がなくなってきている
のだ。由々しき事態だと考える人もいるだろうが、
これはそれだけ落ち着いて支援活動に目を向けら
れているということでもあるのだろう。実際、私
も夏に再び訪問した動機は衝動的ではなく3月と比
べて被災地の雰囲気がどうなっているだろうとい
う興味であったし、ボランティアをしにいこうと
いう気持ちよりも、目的はその興味を実行するこ
とだった。落ち着いて現場の検証ができたし、今後
個人として、またHijichoという組織として何をす
るべきかについての思考の整理ができた。しかし、
ボランティアをしなければという強い気持ちをも
たずして再訪問をしたことについて、現地の方々に
対する申し訳ない気持ちも沸き上がってくる。
　被災地の受け入れ側が多様であれば、ボランティ
アをする側も多様だ。ミスマッチも起こる。しか
し、当然それは少ない方がよい。そして思うこと
は、遠い被災地支援のボランティアは、やはりな
るべく衝動的に行われるべきであるということ。
また、今ある生活、生活エリアである地域、これ
を再検証し、つながりをいっそう強化していくこ
とが、とりわけ衝動的でなくとも、どんな人にで
も当てはまる大切な事なのではないか。

震災から1年経って
　さて2012年3月11日、震災から1年経って我々
Hijichoの責務はどうあるべきか。メディア団体と
して天災に対する意識の風化を防ぐということは
変わらない。そのために、地域のつながりを創出
するための、報道や企画を行っていくこともこれ
まで通りで変わらない。メディア団体はメディア団
体のするべきことをする。復興支援をする団体は
復興支援をする。仲介を行う大学当局機関は仲介
業務を行う。団体として活動する場合はそれぞれ
の専門的な分野を実行し、それ以外の分野は専門
的に行っている他の団体に業務を譲ること。私が
恐れているのはボランティアというマーケットの奪
い合いである。あれもこれも行っていると争いが起
こる可能性は高まる。
　また、現状で組織のPRが第1の目的になってし
まっている機関が存在している。このことによって、
本来注視するべき支援内容や支援意義がかすれてし
まう恐れもあるのだ。であるので、個人で復興支
援や地域貢献などのボランティア活動をしたいと
いう方は事前に自力で調べて、自身でしっかりと
目的を定めて活動を行ってほしい。例えば大学当
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局機関は、ボランティアを実行する機関ではなく
仲介する機関である。仲介機関による情報だけで
自身の身の振り方を全て決めるのではなく、専門
的にボランティアを実行している団体 (ボランティ
ア活動をしているNPOなど) の実情を実際に自分
で調べて納得することが大切だ。

震災から1年経って ～多様な価値観～
　2012年3月11日、大阪梅田スカイビルで、ある
イベントが開催された。『自分にとっての震災を
ふりかえる』というテーマをワールドカフェ形式
で語るというもので、『東日本大震災で活動した
ボランティアや、これから何かしたいなと思って
いる人々が自身の活動や体験をふりかえり、自分
らしい震災との関わり方を見つける』というのが
目的だった。私はこのイベントに参加して、様々
なお話を聞くことができた。
　私が感じたのは、『復興支援に対する多様な価
値観があるという事』と、『地域に対する愛着に
ついて』だ。多様な価値観を (かなり) 大雑把に、
支援活動を行って良かったと思う人と、支援活動
を行うことで逆に申し訳ないと思った人に分けて
みる。前者の中には、支援活動によってマイナス
の影響を与えてしまったとしても、プラスの影響
の方が多くを占め、また、復興支援活動を自身の
経験値とし、結果的に多くの人がメリットを受容
するので、’よかった’と整理する人が多くいる。対
して後者の場合は、マイナスの影響を被る人が１
人でもいたら嫌だと思い、全ての人がメリットを
受容できる理想状態を望み、その方法や自身の不
甲斐なさに苦悩している人が多いように思う。支
援活動は、それによって他人を傷つけるかもしれ
ないという想いが発生しやすく、非常にデリケー
トなモノだと切に感じた。支援活動を行う企業や
NPO団体は細心の注意を払って事に取り組まなけ
ればならないだろう。

　そして、支援活動は、簡単に『ボランティア』と
いう言葉でひとくくりにされるようなものではなく、
もっと厳格に責任をもって取り組まなければなら
ない。なんでもかんでも『ボランティア』と呼称さ
れてしまい、『ボランティア』という言葉に『責任
あることはしません』という建前があるように感
じてしまうのは私だけだろうか。
　様々な価値観の人がいる。しかし、共通するの
は『震災を他人事にしたくない』という想いだ。
この想いは震災当時の1年前に誰しもが抱いたので
はなかろうか。それも痛烈に、衝動的に。この想
いは1年が経過した現在でも私たちの心に潜在的に
植え付けられているに違いない。今後またどこか
で大きな天災が起こったら、私たちは迅速に行動
を起こすだろう。是非その時は自分自身とよく向
き合ってほしい。そしてその上で、責任を持って身
の振り方を決めよう、冷静な頭と温かい心を持って。
　被災地を訪れて現地の方々とお話をすると、訪
れた土地のことが心に残ってその土地に愛着がわ
くようだ。そしてこのことは、特別被災地に限っ
たことではなく、今私たちが生活しているフィール
ドにも当てはまる。近隣地域の方々とお話する機
会があれば積極的に足を運んでみてほしい。自身
の身を置く空間に愛着がわくだろう。そして自分
自身はその空間を構成するのに必要な存在なのだ
ということに気づく。
　必要とされている̶ それが私の考える『生きる』
ということであり、この震災は私たちに『生きる』
ということを真剣に考えるきっかけを与えてくれた。
私は思う― 家族、友人、近所の人、今後も身近な
人たちを大切にして力強く生きようと。確かな責
任を持って、強く生きる人達の華麗な生き様を切
り取っていこうと。̶ それが私たちメディア団体
Hijichoの果たすべきことだから。

中野寛之 (Hijicho)
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川口加奈物語
　ある人は言う。「人生は物語だ」と。本当にそ
の通りだ。後から自分の人生を振り返ってみる
と、過去が現在を、現在が未来を紡いで行ってい
るのが分かる。出来事が点で起こっているのでは
なく、線になっているのだと気づかされる。
　14歳でホームレス問題に出会って19歳で起業し
た。ホームレス問題を解決するために生まれて来
た、自分でもそう思う好機に恵まれて来た。こん
な人生を歩んだ人は、過去、そして金輪際いない
と断言できる。そんな私の人生 (といってもまだ
20年程だが) をのぞきながら、人生を彩るヒント
を皆さまに見出だせて頂けたらとという思いで、
川口加奈物語を8回に渡って綴っていく。

14歳でホームレス問題に出会った
　「ホームレスに近づいちゃダメ」「自業自得だ
からほっておきなさい」
　皆さんは周囲にそう言われた事はないだろうか。
私はそうだった。会った事もないホームレスに対
し、なんか怖いと思い込み、路上でホームレスが
寝ていても気にも留めていなかった。しかし、ふ
とホームレスを見たとき、私は思った。豊かな日
本でどうしてホームレスになるのか。がんばらな
かったらホームレスになるのか。ホームレスにな
りたいからなっているのか。ホームレスに関する
知識を持っていたなかった私にその答えは分から
なかった。疑問を持ったら調べたい症候群な私は、
大阪市西成区にあるあいりん地区 (通称・釜ヶ崎) 
で炊出しに参加することにした。

ここは日本!?
　釜ヶ崎は日本で一番多く、日雇い労働者、野宿
者、そして生活保護受給者が集まる地域だ。過去
には、結核罹率が全国平均の12.5倍で、かの有名

な国境なき医師団が先進国で唯一、支援を行った
地域だともいわれている。最近では、橋下市長の
西成特区構想で数多く取り上げられている。そん
な釜ヶ崎に足を踏み入れた14歳の私は、正直、戸
惑った。なぜなら、釜ヶ崎に踏み入れると道行く
人たちはほとんどが男性であった。昭和時代を彷
彿とさせる建物群や、道ばたで寝ている人がず
らーっと並ぶ光景を初めて目の当たりにしたから
だ。日本にこんなところがあったのか。そんな印
象だった。

写真＝釜ヶ崎の象徴的建物「公共職業安定所」
ここで日雇い労働の紹介が毎朝行われる。 (筆者写す) 

初めての炊き出し
　そんな釜ヶ崎で行われる炊出しに参加すること
になった。私は、炊きたてのお米の熱さを我慢し
ながら、おにぎりを1個1個むすんでいた。すると、
炊出しの責任者にこんな事を言われた。「全国か
ら集まったお米や梅干し、ノリ。それらを送って
くれた人の気持ちも握って下さい。」と。頭が
「？」でいっぱいになったが迫りくる炊き出しの
時間ぎりぎりまで懸命に握った。
　そしていざ、おにぎりをホームレスの人に渡すと
きには、こう言われた。「3時間も寒い中、命の綱
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◇ 寄稿連載 ◇ 
自転車で紡ぐ、川口加奈物語 (第1回) 
～ホームレス問題との出会い～

この記事は、川口加奈さん (経済学部2009年入学) から寄稿していただきました。彼女は19歳でNPO法人
「Homedoor」を立ち上げ、現在理事長を務める学生起業家です。全8回の連載を通して、起業に至った経
緯や起業してからの展望を語っていただきます。

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/



であるおにぎりたった1つを待って、孫みたいな年
齢のあなたからもらう野宿者の気持ちを考えなさ
い。」私はもう訳が分からなくなった。14歳の私
にはその言葉の意味すべてを紐解けるほどの余裕
も頭もなかった。ホームレスの方々におにぎりを
渡しながら「おつかれさまです！ありがとうござ
います！」と叫ぶ私がいた。なぜおつかれさまな
のか…。

ホームレスになる理由
　当たり前だけど、ホームレスとして生活をしてい
ることにはどうしようもない理由が必ず存在する
事を、釜ヶ崎に足を踏み入れて初めて知った。リ
ストラにあって寮も追い出された。働いていた炭
坑が閉鎖し、学歴もなく次の仕事がなかった。借
金の取り立てにあってうつ病になった。様々な不
運が併発していた。そして皆に共通するのが「釜ヶ
崎に行けば仕事がある」という噂から、釜ヶ崎に
集まって日雇い労働に従事した事だった。破産ギ
リギリまでホームレスにならないよう、3日に1人
が死ぬような工事現場で、懸命に働いて来たのだ。
　しかし、日雇い労働は景気がよければ仕事は沢
山あるが、景気が少しでも悪くなると、それに比
例するかのように仕事がなくなる、いわば使い捨
ての労働である。労働環境も劣悪な日雇い労働で
は、身体を必ずといっていいほど壊してしまい、
45歳を過ぎると中々雇ってもらえなくなる。皆、1
人ではどうしようもできない日本の構造を前にし
て、求めずしてホームレス状態になって行ったの
だ。そんな日雇い労働者、ホームレスの方々がい
たからこそ、高度経済成長が成り立ち、今の日本
がある。市大だって、駅前にあるビルだって、日
雇い労働者の労働により建てられているのだ。そ
んな気持ちを込め、「おつかれさまです！」とい
う言葉が、炊出しで自然と出てきたのだ。そんな
私に対し、おっちゃんたちは「こちらこそありが
とうなぁ」って、寒さや栄養失調で震える手を差
し伸ばしながら、おにぎりを受け取って行った。

　今から7年前の私は、こんなに心のこもった「あ
りがとう」をはじめて受け取った。今でもあの瞬
間のことを鮮明に思い出せる。たった一言、数秒
の出来事が私の心を大きく揺さぶった。川口加奈
物語が動き始めた瞬間だった。

川口加奈 (経済学部2009年入学)
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筆者の関連サイト
Homedoor HP
(http://www.homedoor0.com)
ブログ「ホムドっ子の成長物語」
(http://ameblo.jp/homedoor)
団体ツイッター：「@Homudokun」
(http://twitter.com/#!/Homudokun)
個人ツイッター：「@KawaguchiKana」
(http://twitter.com/#!/KawaguchiKana)

お問い合わせ
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
ツイッターもしくはHPを通して直接ご連絡くだ
さい。

関連記事
放置自転車対策×ホームレス支援＝HUBchari
(第6号掲載) (http://hijicho.com/?p=2417)
市大3回生、「大学生 OF THE YEAR」グラン
プリ
(http://hijicho.com/?p=3955)
市大生ら、ビジコンで最優秀賞　ホームレス支
援事業
(http://hijicho.com/?p=4617)
平穏な正月の裏で ～釜ヶ崎越冬闘争～ (第8号掲載) 
(http://hijicho.com/?p=4406)

＊＊＊川口さんからのメッセージ＊＊＊
　現在、私が理事長を務めるNPO法人Homedoor
では人手が不足しています。Homedoorは「ホー
ムレス状態を生み出さないニホンに」を理念に活
動しています。貧困問題に少しでも興味を持って
いる方は下記のHPまたはTwitterなどからご連絡
ください。

写真＝炊出しの様子



　はじめまして。Hijichoさんにて8回連載でコラ
ムを担当させていただくことになりました、商学
部の松井としきと申します。私は2010年に大阪市
立大学に入学し、2012年度4月より1年間大学を休
学して、アメリカ・シアトルにあるワシントン大
学に留学します。今回の連載では留学中の生活、
アメリカ文化、日本の大学とアメリカの大学の違
いなどについて発信していきたいと思っています。
私としては、連載を通じて留学の魅力を発信する
ことで、ひとりでも多くの市大生が留学に興味を
持ち、あるいは留学にすでに興味があるが、一歩
踏み出せない市大生の背中を押すことができれば
と考えております。

　さて、第一回の本コラムでは①なぜ留学か②留
学までの道のり (資金、英語勉強法など) ③留学先
で何をするのか、の３つについて書こうと思いま
す。特に②に関しては、留学を迷われている方が
一番気になるところなのではないでしょうか？　笑

①なぜ留学か
　どうして一年間休学してアメリカの大学に留学
することを決めたのか、ということですがきっか
けは高校時代に遡ります。私は高校生のころは、
サッカーに明け暮れていたのですが、父に薦めら
れたある本がきっかけで読書にものめり込みます。
その本は司馬遼太郎「竜馬がゆく」。幕末に活躍
した志士、坂本竜馬が主人公の歴史小説なのです
が、この小説をきっかけに「世に棲む日日」「峠」
「坂の上の雲」など司馬遼太郎の代表作を読み漁
るようになりました。その過程で、自分も将来は
この小説に出てくるような主人公のように大きな
事を成し遂げたいという気持ちが強くなりました。
これらの作品に登場する主人公たちが若いころに
やっていたことの共通点として挙げられるのが
「生まれ故郷から離れて勉学や武道などで自分を
磨いた」ということです。たとえば高杉晋作など

は幕末にあって上海を訪れ、異国の脅威を目の当
たりにし、救国の想いを強くしました。やはり若
いうちは異郷の地で見聞を広めることが大事なの
だと高校の頃に強く感じました。その過程で漠然
と「大学に入ったら世界を見てみたい」と感じる
ようになりました。
　そのような思いで市大に入学した私は、国際系
学生団体の活動や、バックパック、短期の語学留学
などで精力的に海外に出て行きました。ハノイ、デ
リー、アグラ、シンガポール、ボストン、ニュー
ヨーク…。海外を見ることで視野を広めることも
できましたが、一方で自分の小ささに気づくこと
にもなりました。たとえば私はいままでハノイ大学
やハーバード大学、MITといった名門大学の学生
さんと交流する機会もあったのですが、満足に英語
で議論することすらできない自分がそこにはいま
した。新興国の名門大の学生は非英語圏であっても
自在に英語を操り、毎日必死に勉強して専門知識に
磨きをかけています。さらにアメリカの名門大の学
生が持つ教養、専門知識の量、それを支える勉強量
には目を見張るものがあります。世界各国のハイレ
ベルな学生との交流を通じて、自分の努力の絶対量
の少なさやスペックの低さを実感したのです。
　それに加えて近年のグローバル化。今後は日本人
であっても海外で競争していかなければいけないで
しょう。そうなってくると自分にも海外の優秀な
人材と伍するだけの英語力、知識が必要になって
くるのではないか。そう考えて留学を決意しました。

②留学までの道のり
そのようにして留学を決意した私ですが、具体的
にどうやってワシントン大学への切符を手にした
のかについて書いていきます。留学するにあたって
一番問題になってくるのは「資金」なのではない
かと思います。私の場合は(1)奨学金(2)親族からの
借金(3)自己資金、の3つによって処理しました。
(1)について。学費の一部を返済義務の無い奨学金
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で賄いました。奨学金を獲得しようと思えばある
程度の英語力が要求されるのですが、具体的な英
語勉強法については後述します。(2)について。奨
学金だけでは学費をすべて賄うことはできなかっ
たので、残りは親族からの借金に頼りました。(3)
について。学費以外の費用はすべて自己負担しま
した。具体的には現地の生活費、航空券代、保険
代、事務手続き費用です。塾講師と飲食店のアル
バイトを掛け持ちし、自分でネットビジネスもは
じめました。さらに遊びの費用を極力切り詰める
ことで、結果的にかなりの金額を貯めることがで
きました。
　さて、英語勉強法に関してですが、私はネット
をフルに活用して英語を勉強しています。本屋に
行けば英語教材が溢れていますが、それ以上に
ネットは教材の宝庫です。たとえば”TED”という
サイト。TEDとはカリフォルニアでTEDカンファ
レンスと呼ばれる講演会を主催している団体なの
ですが、その講演をネットで無料で視聴できます。
学術・エンターテイメント・デザインなど多様な
分野で活躍する人物の英語でのスピーチを聴くこ
とで、レベルの高いリスニング力を身につけるこ
とができました。YouTubeなどもリスニング教材
の宝庫です。私はスティーブ・ジョブズのスタン
フォード大卒業式でのスピーチや大前研一氏の英
語でのスピーチを何度も聴きました。また”lang-8”と
いうサイトもおすすめです。無料でネイティブに
英作文を添削してもらえるサイトです。あとは
twitterも英語学習に使えます。ハーバード・ビジ
ネスレビューやニューヨーク・タイムス、ウォー
ル・ストリート・ジャーナルといったニュースサ
イトのアカウントをフォローしたり、バラク・オ
バマやエマ・ワトソンといった著名人もフォロー
し、日常的に英文に触れる環境を作りました。特
に海外系のニュースサイトのアカウントをフォロー
することはおすすめです。興味のある記事が流れ
てくればそれを読むようにしていたので、ある種
RSSのような役割を果たしてくれました。

③留学先で何をするか
　私は留学にあたって3つの目標を立てました。
　(1)英語力の向上(2)専門知識に磨きをかける(3)人
間的に成長する。
　(1)についてですが、将来英語で外国人と仕事上
の交渉をしたり、ハイレベルなディスカッション
できるレベルまで持っていきたいと思っています。
　(2)についてですが、留学先の大学では英語の勉
強のみならず、専門の勉強もします。具体的には、

大阪市立大学でも専攻している経営学です。たとえ
ばマーケティングやマネジメント、会計、ファイナ
ンスといった分野を英語で勉強します。英語で専門
を勉強するというと、何だか難しそうですが、実
際はそれほどハードルの高いものではありません。
英語の専門書を読むにしても、あらかじめ日本で
勉強した学問領域だと前知識があるため、比較的
簡単に読み進めることができます。
　(3)についてですが、多様な国籍の人々が集まる
アメリカで揉まれることで、視野を広げることが
できるのではないかと思います。日本では決して味
わえない経験を通して人間的に成長できればと
思っています。
　さて、留学前の振り返りと決意表明のようなも
のを書いてみましたがいかがでしたでしょうか？
もっとこんなことを書いてほしい、こんなことが
気になる、といった要望がありましたら、筆者の
twitterにでも気軽にリプライいただければと思い
ます。
　それでは、よろしくお願いします。

写真＝左からパスポート、航空券、入学許可書 (筆者写す)

松井としきさん (商学部2010年入学)
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筆者の個人サイト
ブログ「Go out of Japan and return to 
Japan」
(http://toshimichi1106.blogspot.com/)
Twitter「@toshiki_matsui」
(https://twitter.com/#!/toshiki_matsui)

お問い合わせ
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
ツイッターもしくはHPを通して直接ご連絡くだ
さい。



　市大生のみなさん、こんにちは！世界一周中、
商学部4年のホリーです (この記事が紙の新聞にな
るころにはすでに社会人です)。新年いかがお過ご
しでしょうか？長かった旅がいよいよ終わろうと
しています！

留学時代の話
　カナダはトロントまでやって参りました！僕は
2009年度に大学を休学し、この都市に留学してい
ました。そのため、ホストファミリーやルームメ
イト、カナダ人の友人が今でも残っています。丁
度クリスマスにトロントに着くようにして、みん
なでクリスマスパーティーをしようとたくらんだ
わけです。パーティーの話はさておいて、今回は
留学をしていた時の話をしたいと思います。
　トロントでは、英語の勉強や現地企業でのイン
ターンを経験しました。英語力の向上や働くこと
を実感することに加えて、多様性の中に身を置く
ことの大切さを学びました。トロントは人口の半
分が海外生まれだと言われる、世界屈指の多国籍
都市です。学校でも職場でもプライベートでも、
関わる人はカナダ人だけでなく、アジア人、ラテ
ン人、中東人、黒人など様々です。バックグラウ
ンドの違う彼らとは意見衝突することも多々あり
ますが、多様な価値観がミックスされるからこそ
生まれるアイデアがあります。
　よく、「海外に出ると視野が広がる」と言いま
すが、その意味は、「より多くの価値観の中で生
活するからこそ、より多くの人たちの立場に立っ
て物事を考えられるようになる」ということだと
思います。もし留学を考えている人がいれば、多
種多様な価値観が交錯する都市トロントはとても
おすすめできます！

旅でのSNS活用
　僕は今回の世界一周において、しばしばツイッ
ターを利用して人と会っています。アメリカ西海岸
でも、7人の学生がツイッターを通して集まりました。
メンバーの所属大学は、京都産業大学、筑波大学、
筑波大学大学院、津田塾大学、東洋大学、武蔵大
学、そして大阪市立大学 (僕) でした。ほとんど全
員が初対面でしたが、みんな旅好きということも
あり、すぐに打ち解けることができました。
　カリフォルニア、ネバダ、アリゾナの3州を10日
間かけてレンタカーで回りました。見渡す限り何
もないルート66を疾走した日や、雄大なグランド
キャニオンで拝んだ朝日など、良い思い出ばかり
ですが、特に印象に残っているのはラスベガスです。
砂漠を走っているといきなり現れる幾千ものネオ
ンの輝きに始まり、300ドルも払って初挑戦したス
カイダイビング、8回賭けて1勝もできなかったカジ
ノ、34万人もの人々が押し寄せた新年のカウント
ダウン…。みんなで歌って踊って騒いで、今までの
人生で最高の年末年始を過ごすことができました。
随分前に、「誰か年末年始をアメリカ西海岸でご
一緒しませんか？」とツイッターでつぶやいて本当
に良かったと思います。(笑)
　周りの旅人を見ていても、最近はSNSを活用して
いる人が多いようです。ツイッターだけでなく、
フェースブックやカウチサーフィン (※) などを介
して人に会うのは、今風の旅の仕方かもしれません。

(※)：海外旅行をする人 (サーファー) が現地人 (ホ
スト) の家に泊めてもらえる制度を持つ、ネット上
のホスピタリティーコミュニティーのこと。
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写真＝最高に盛り上がるラスベガスでのカウントダウン 
(筆者写す)

イメージと全然違った南米
　ついにやって参りました！地球の裏側に位置す
る南アメリカです。みなさんはこの地域に対して
どのようなイメージをお持ちでしょうか？発展し
ていない？人々が貧困に暮らしている？少なくと
も最初に訪れた、アルゼンチンのブエノスアイレ
スとチリのサンティアゴは、全くそんなことはあ
りませんでした。
　ブエノスアイレスは、カフェや高級ブランド店
が立ち並ぶ、ヨーロピアンでおしゃれな街でした。
別名「南米のパリ」とも呼ばれるほどで、とても
垢抜けた雰囲気です。サンティアゴも同じです。街
並がキレイなことに加え、バスや地下鉄なども先
進国の大都市並に発展しています。サンティアゴ
に限っては、ヨーロッパや北米に劣らないほど物
価も高いです。例えばコンビニのサンドイッチが
300円程度です。
　ものすごいスピードで発展する南米。その陰で
は、負の側面も見え隠れします。サンティアゴは
ここ数年、環境汚染が大きな問題になっているよ
うです。見晴らしの良い丘に上ったのですが、街
の遠くのほうはかすんで見えませんでした。また
川の水は文字通り「茶色」で、街並みがきれいな
だけにそのギャップに驚きました。汚染が進んで
その美しい景観が無くならないでほしいところです。

世界一周のハイライト
　今回の世界一周で僕が最も訪れたかった場所の
一つとして、ボリビアのウユニ塩湖という場所があ
ります。雨季 (1月～3月) になるとこの塩湖には水
が張り、空や雲がそのまま湖に映し出され、まさ
にそこは絶景となります。水は浅く中に入ることも
できるので、人や車も湖に映ります。通称「鏡張
り」と呼ばれるこの現象を求めて、ボリビアを目
指す人は多いです。
　僕もウユニの町からツアーを利用してウユニ塩湖
を訪れました。運良く数日前に雨が降っていたので、
快晴の下鏡張りを見ることができました。この塩
湖は面積自体が非常に大きく、地平線と空がつな
がります。湖に映し出される空、雲、人、車…。そ
れはまさに、絶景でした。今回の世界一周では間
違いなくNo.1の風景。夜は湖の中の陸地から星空
を眺めました。建物もネオンも何もないこの地で
見た星の輝きは素晴らしかったです。星が多すぎ
て、オリオン座を見つけることが困難になるほど
なのです。(笑)
　ウユニ塩湖をはじめ、イースター島やマチュピ
チュなど、「景色」という観点で南米はダントツ
です。世界一周の最後を飾るのに最適な場所だった
と言えるでしょう。

写真＝ウユニ塩湖の鏡張り (筆者写す)

　現在、最後の国ペルーまで来ており、これが最
後の海外からの更新です。世界一周はこれで終わり
ますが、帰国後に、世界一周で感じたことを「世
界一周を終えて編」としてまとめる予定です。拙い
文章ですが、もう少しだけお付き合いください！
それではでは！

掘井祐貴さん (商学部2007年入学・現卒業)
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写真＝ブエノスアイレスのボカ地区。カラフルな
建物が印象的です (筆者写す)

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
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。



　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4回目、既に自分の記事
を何度か見ていただけた方もいるかもしれません。
今回は前回書いた仕事の中での困難にどう打ち
勝ったのか、そしてその結果として自分がインド
に何を残せたのかについて書けたらと思います。

逆境を乗り越える
　インターンとはいえ他のインド人スタッフと同
じ程度の給与をもらっていながら、また上司も新
たな受注獲得に期待してくれている状況の中で役
に立てていない状態に悩む日が続きましたが、そ
の中で自分は以下の改善に取り組みました。

①足りない知識を徹底的なインプット
　自分はアパレル (特に女性服) の知識が全くない
状態でしたが、取引先は何十年もこの業界で活躍
されてきたような方も珍しくありませんでした。
そうした方々と製品の話をできないと仕事になら
ない状態だったため、まずは知識を頭に入れるこ
とから始めました。
　具体的には、仕事が終わった後にネットを使っ
て毎日2～3時間ほどアパレル用語から縫製知識、
貿易知識、エスニック婦人服の日本での流通にい
たるまでを調べ、分からない所は上司や同僚のイ
ンド人の方に聞いていきました。最初はB/L、L/C、
天幅、というような基礎知識すらなかった自分で
したが、2ヶ月3ヶ月と経つうちに、お客さんとの
商談に困ることが少なくなっていきました。
アパレル用語集 (Fashion-Heart.com)　http://
www.fashion-heart.com/term
縫製専門用語使い (Fashion Biz Navi)　http://
www.fashio/nbiznavi.org/fbIndustry/apparel/
sewingWord
(お世話になったサイト達です。受験生のように、
ひたすらノートに書いて1つ1つ覚えていきました。
覚えた用語は全部で数百に及びます。)

②自ら上司・同僚にコミュニケーションを取り、
巻き込んでいく
　自分はこの会社の中では、インド人400人の中に
居る唯一の日本人であったため、最初は完全に
「異質な存在」でした。容姿も違えば文化も違い、
ヒンディー語を話せない自分は周囲の人に上手く
馴染むことができず、それが仕事にも影響していま
した (※ 営業の仕事は持ち帰ってから検討する際、
特に技術職の多くの同僚の協力が必要です) 。
　どうすれば周囲のインド人の上司・同僚と良好
な関係が築けるかを考えた結果 ①自分から「現地
の言葉を使って」コミュニケーションを取りに行
くこと、②自分の仕事を完遂してから「提案」して
いくこと、が必要という結論に至り、それを実践
していきました。
　具体的には、業務知識の時と同じく仕事の後に
ヒンディー語の学習に取り組み、毎朝・毎夕に同
僚と会うときは必ず自分から話しかけるようにし
ました。もちろん自分は大学時代にヒンディー語を
勉強したことは全くなかったため (たぶん外大以外
では学べない気がしますね　笑) 、単語をつないだ
だけの簡単なものでしたが、それでも周囲は徐々
に自分に対して心を開いてくれるようになっていき
ました。
　また、言われた仕事を終えた後に、自分から新
規営業先やアプローチ方法などを提案していくこ
とも行いました。最初は受け入れられないことも
ありましたが、何度もリストを作り直し、また手
紙を使った営業などを提案した結果、仕事への熱
意を認めてもらい、会社の一員として扱ってもらえ
るようになりました。

 
↑最初はちょっと怖かったコワモテな同僚の人達も…

◇ 連載コラム ◇ 
自分が「海外インターン」を選んだ理由。Vol.4
～ 困難に打ち勝つ努力とインドに残せた成果 ～
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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。

22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/



↑仲が良くなると、こんな笑顔を見せてくれるようになりました☆

受注までの地道な努力
　前述した2つの取り組みは、仕事が終わって家に
帰ってから取り組むことも多かったため、他のイン
ターン生には随分変人扱いされてしまいました(笑) 。
けれどもそれはおそらく、他のインターン生 (特に
欧米人) はインターンシップを成長機会というより
は「より良い仕事を得る為の就業体験」というよ
うに捉えて時間外は絶対に働かない、という人が
多かったためだと思います。あるチェコ出身の子
には、「日本人が家でも仕事をするってウワサ話
は本当だったのか！」などと驚愕の目で見られて
しまいました(笑)
　ちなみに、自分のインターンシップの仕事を時
系列順に書くと以下のようになります。

5月 営業先のリストアップ、テルアポ

6月 営業先のリストアップ、テルアポ

7月 展示会への招聘、展示会 (大阪開催) のため
日本出張、自社ブースにて商談

8月
日系企業のインド出張のホスティング、自
社オフィスにて商談

9月 受注確定、生産調整

10月 生産調整
 

　服の卸売りでは大口取引が主流な (平均でも2000
～3000万円くらいの額になる) ため、長いスパン
で関係と信頼を築いていくことが何よりも大事です。
例えば現在この会社で最高額の受注をいただいて
いる会社は現社長が8年間続けて展示会などの機会
で提案し続けた結果契約に至りました。顧客の方に
とっても生産をインドの会社に任せることは大きな
リスクであるため、国籍や文化を超えた絶対的な
信頼がなければ受注をえることはできません。
　周囲の奇異の目(？)にも負けずに地道な努力を重
ねた結果、インターンが半ばに差し掛かるくらい
にはだいぶ自分の役割を果たせるようになってき
ました。そして8月の自社オフィスでの商談を終
え、最終的には2社で約7500万円分の受注をあげ
ることができました。ちょっとこの数字を換算す
ると、

となります。

と、インターン開始当初は全く使い物にならな
かった自分でしたが、諦めずに地道な改善を繰り
返すことで、このような成果を挙げることができ
ました。
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図＝営業の最初から受注までの流れ

日本円 ルピー換算 商品数 給料 会社の総売
り上げ

約7500
万円

約3750万ル
ピー 約30万着

現地スタッ
フ150人分
の年俸

総売り上げ
約10億円の
13,3％

①ビジネスの経験無し
②アパレルの知識全く無し
③海外長期滞在経験無し
④ビジネス英語の使用経験無し



インド人上司から内定をもらう
　最初は「やる気ないなら日本に帰れ！」なんて
怒られた上司からも、最後には

「君が日本に帰るのは残念だ。もしインドに戻り
たくなったらいつでも戻って来なさい。
我々Pawan Enterprisesはいつでも君を雇用する
準備がある(訳)」　

という言葉と内定(！) を頂くことができました。
帰国後の現在は就職活動中ですが、もし上手くい
かなかったらインドで働くかもしれません(笑)
　ただ、多少真面目に書くと、この上司の言葉を
聞いた時、僕はインドに来て初めて涙が出そうに
なりました。
　インドでどんなに体調を崩した時にも、仕事で
どんなに大きなミスをした時にも、落ち込みはし
てもそんなことは全くありませんでしたが、この
時ばかりは本当に感極まってしまいました。
経験も知識もない自分が足を踏み入れたことのな
い異国に飛び込み、日本人が1人も居ずインド人だ
けの会社で、目標にしていた「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　こ
とができたことを、この時に実感することができ
たからです。

24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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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。

　慣れない環境に体調を崩した時、言いたい事が
伝わらずイライラした時、仕事の失敗を叱責され
て落ち込んだ時、諦めずに喰らいついていって本
当に良かったと思います。インドで働いた半年間
はこれまで自分が生きてきた時間の44分の1に過
ぎませんが、自分はこの経験を死ぬまで忘れない
と断言できます。
　さて、長々と書かせていただいた自分の海外イ
ンターンの記事も次で最後です。インドから帰国
してからの自分の取り組みとインターンの総括を
次では書いていきたいと思います。

古川浩康さん (法学部2008年入学)

1号館の灰皿移設　受動喫煙防止対策の一環
保健管理センターは1月30日、学内の各施設管理者に対して受動喫煙防止対策の協力依頼を文書で通知した。
1号館では、従来正面玄関前と東口 (生協食堂側) に設置されていた灰皿が、講堂脇の建物南側に移設された。

画像＝2012年2月以降の1号館周辺喫煙場所 (保健管理センター通知よりHijicho作成)

加賀友基 (Hijicho)





大学のまわりには安くて美味しいお店がいっぱい！待ち時間に
大阪市立大学新聞も読めるお店のおすすめ情報をチェックしよう。

1
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345
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大学の周辺のお店を
まわってみよう！
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1. 大阪市立大学生協・プチシェリー
コープ100円おにぎり、お茶・・・ ¥100
お店は小さいのにおなかいっぱい
桜の下で会いましょう

2. 大阪市立大学生協・シェリー
ぷにたま・・・・・・・・・・・・ ¥68
市大生による市大生のための市大生の店
毎日来来

3. 手作り厨房　もん吉
味噌ヘレカツ定食・・・・・・・・ ¥750
手作りとんかつのお店です
新入生の皆さんおめでとう　ぜひ来てね

4. カツ伸
とんかつ弁当・・・・・・・・・・ ¥500
気さくな眼鏡のマスターが楽しくやってます
オススメ焼肉弁当 (350円) あります

5. 竹馬
トルコライス・・・・・・・・・・ ¥580
アットホームなお店で定食色々楽しめます！
手作り料理で頑張っています

6. 名菜亭
定食類・・・・・・・・・・・・・ ¥780～
at homeな感じで明るいお店です
安くて多くてウマイ！是非来て下さい！

7. 居酒屋　得得
骨付き鶏・・・・・・・・・・・・ ¥780
本格手打ち讃岐うどんが楽しめるお店
感じのいい店主がお待ちしてます！

8. 小楽亭
マーボー天津丼・・・・・・・・・ ¥600
お一人様よりゆっくりしていただけるお店
値段もお手頃でセットメニューも豊富

9. いわし亭
コンパにおすすめ　大名セット・・ ¥2,100
1Fカウンター・テーブル2F個室3F宴会場
いわし料理、お寿司、鍋物色々あります

10. 赤い騎士団
飲み放題コース・各種宴会・・・・ ¥3,000～
市大生を中心に、ノリと笑いでMAX状態！
豊富なメニューと真心でおもてなし！

11. 中華料理　とり秀
とり秀ランチ・・・・・・・・・・ ¥750
2Fお座敷あり。飲み会お食事にご利用を
来てからのお楽しみ☆
12. キッチン・ブル
マスターの気まぐれ料理・・・・・ ¥500
オープンでちょっと変わったお店です
フレンドリーなマスター＆ママがいます
13. めたせこいあ
14. ウィステリア
15. TAKOSHU(タコシュー) 
とり丼・・・・・・・・・・・・・ ¥400
スタミナ満点のどんぶり物が売りのお店
ワンコインでお腹一杯食べれるよ！
16. カツハウス・オーレ
カツ丼（ライス大盛無料）・・・・ ¥500
安い・美味い・ボリューム満点のトンカツ屋
新入生の皆様　ぜひ一度お越し下さい
17. ほっかほっか亭　杉本町店
のり弁当・・・・・・・・・・・・ ¥290
おばちゃんばかりのアットホームなお店です
ライス大盛サービス中 お待ちしてま～す
18. 生協シェリーサービスカウンター
国際学生証・・・・・・・・ ¥1,430
旅行代理店その他
きっぷ、チケット、宿泊、申込
19. フォルネ
カット＋炭酸スパ・・・・・・・・ ¥4,620
あびこ筋に面したガラス張りの明るいお店
マンツーマンで丁寧に対応させて頂きます！
20. 基礎教育実験棟
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日 月 火 水 木 金 土
1
アメフト

2：書類提出日
学生ゼミナール

3 4
ボート

5：入学式
応援団、アメフ
ト、競技ダンス、
ラグビー、卓球、
アイスホッケー、
HRDP、Hijicho

6：健康診断日 7

8 9
ボート、競技合気
道、AIESEC、 
学生ゼミナール

10
ボート、ラグ
ビー、学生ゼミ
ナール、 
CHOVORA!!

11
HRDP

12
準硬式野球、 
ボート、ラグビー、
卓球、ソフトテ
ニス、陸上、学
生ゼミナール、
美術部青桃会、 
CHOVORA!!、 
Hijicho

13
学生ゼミナール

14
アメフト、探検
部

15
ボート、 ラグ
ビー

16
アメフト、 ソフ
トテニス、
F.L.D、Hijicho

17
ボート、 ラグ
ビー、 HRDP、
美術部青桃会、 
F.L.D、 
CHOVORA!!

18
ラグビー、 卓球、
HRDP、学生ゼミ
ナール、F.L.D

19：ふたば祭
アメフト、学生ゼ
ミナール、F.L.D、
手話サークルふぁ
いたーず

20：ふたば祭
ボート、 F.L.D、
手話サークルふぁ
いたーず

21：ふたば祭

22
ボート、 ラグ
ビー、 探検部、

23
準硬式野球、アメ
フト、 ボート、 
HRDP、学生ゼミ
ナール、天文部、 
F.L.D、

24
ラグビー、学生ゼ
ミナール、天文
部、 F.L.D、 
CHOVORA!!、手
話サークルふぁ
いたーず、
Hijicho

25
ボート、天文
部、 F.L.D、

26
アメフト、天文
部、F.L.D、 
Hijicho

27
ボート、学生ゼ
ミナール、美術
部青桃会、天文
部、F.L.D

28
Hijicho

29
ラグビー、手話
サークルふぁい
たーず

30
探検部

5/1 2 3 4 5

ここに掲載しているのは日々の活動見学以外の新歓イベントをしている四者協加盟団体の新歓日程です。
日々の活動や四者協非加盟団体の日程はHijicho Webの「新歓カレンダー2012」に掲載してあります。
このカレンダーは3月15日に回収した各団体の新歓ビラを基に作成しました。

新歓カレンダー：応援団・体育会系・文化系
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日 月 火 水 木 金 土
1
医学部男バス

2：書類提出日
医学部水泳、医学
部バドミントン、
医学部硬式テニ
ス、医学部軟式テ
ニス、医学部サッ
カー、医学部男バ
ス、医学部ラグ
ビー

3 4 5：入学式
合唱団フリーデ、
軽音系サークル
POPCHAPS、市
大混声合唱団い
ちこん

6：健康診断日
医学部準硬式野球

7
市大混声合唱団
いちこん、医学
部水泳、医学部
バレー

8
合唱団フリーデ、
医学部バドミン
トン、医学部硬
式テニス、医学
部ラグビー

9 10
Music Research 
Club、テクノ、ア
カペラサークル
Accord、医学部
軟式テニス、 医
学部男バス

11
テクノ、市大混声
合唱団いちこん、
医学部準硬式野
球、医学部軟式テ
ニス、医学部サッ
カー、医学部バ
レー

12
テクノ、軽音楽部

13
Folk Song Club、
テクノ、合唱団フ
リーデ、Jazz研究
会

14
テクノ、医学部水
泳、医学部硬式
テニス、医学部
軟式テニス、医
学部ラグビー

15 16
テクノ

17
軽音系サークル
POPCHAPS、ア
カペラサークル
Accord

18
市大混声合唱団い
ちこん、医学部準
硬式野球

19：ふたば祭
男声合唱団グ
リークラブ、交響
楽団、Jazz研究
会

20：ふたば祭
男声合唱団グ
リークラブ、市大
混声合唱団いち
こん、交響楽団、
Jazz研究会

21：ふたば祭
男声合唱団グ
リークラブ、交響
楽団、Jazz研究
会、医学部水泳

22
医学部硬式テニ
ス

23
テクノ

24
Folk Song Club、
アカペラサークル
Accord

25
合唱団フリーデ、
軽音楽部、医学
部軟式テニス

26
軽音系サークル
POPCHAPS

27
Music Research 
Club、市大混声
合唱団いちこん、
Jazz研究会

28
医学部水泳

29
合唱団フリーデ

30 5/1
合唱団フリーデ

2
軽音系サークル
POPCHAPS

3 4
軽音系サークル
POPCHAPS

5

ここに掲載しているのは日々の活動見学以外の新歓イベントをしている四者協加盟団体の新歓日程です。
日々の活動や四者協非加盟団体の日程はHijicho Webの「新歓カレンダー2012」に掲載してあります。
このカレンダーは3月15日に回収した各団体の新歓ビラを基に作成しました。

新歓カレンダー：音楽系・医学部
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④
1F(手前より)
ジャズ研究会、野鳥の会、聖書を読む会、山岳部、SPLASH、アコースティックギター部、学術探検部、協議合気道部、POP CHAPS、文化
的創作団体「文紡」、美術部青桃会
2F(手前より)
まっつくつい、医バスケ部・医バレー部、医バドミントン部、美術部青桃会、鉄道同好会、バスケットボールサークルHOOPS、古都散策有
史会、ユニコーンズ、医軟式テニス部、スカッシュサークル、手話サークルFighters、交響楽団

⑤
1F(手前より)
劇団カオス、センターわけ、茶道部利休会、学生メディア団体Hijicho、落語研究会、リズムリサーチクラブ、フォーミュラプロジェクト、点
訳サークルにょろにょろ
2F(手前より)
アカペラサークルAccord、エラオマッセ、ジェンダー研究会、競技ダンス部、競技かるたサークル、アイセック市大委員会、能楽研究会、邦
楽くらぶ

⑥
1F（手前より)
写真部、体育会、卓球部、女子バスケットボール部、女子バレーボール部、排球クラブ、女子バドミントン部、男子バレーボール部、民族舞
踊部フロイント
2F(手前より)
応援団、ユースホステル部、日本拳法部、レスリング部、Set Up 競技スキー・スノーボード部、柔道部、ボクシング部、合気道部、剣道部

⑦
ソフトテニス部

⑧
硬式テニス部

＊なおこのBOX配置図は平成23年3月現在のものである。

①
1F(手前より)
応援団、文化系サークル連合、音楽系サーク
ル協議会、SHK市大放送研究会
2F(手前より)
法学研究会、園芸部、空手部、文学研究会、
ストロベリー

②
1F(手前より)
天文部、地質研究会、旅行愛好会、美術部青
桃会、Jazz研究会、
2F(手前より)
卓球部、F.L.D.、アニメーション研究会、映
画研究会、学生ゼミナール

③
1F(手前より)
男子バドミントン部、混声合唱団、二輪愛好
会、囲碁部、ビリヤードブランチ
2F(手前より)
ストロベリー、コンサートバンド、劇団カオ
ス、ギターマンドリンクラブ、二輪愛好会

８

①
②
③
②

④

①

⑤⑥

2号館
ウエスタン音練

第4・5・6音楽練習場

8号館

新武道場

⑧ ⑦ゲスト
ハウス

テニスコート



②
1F (手前より)
写真部、軽音楽部、Rock&Blues研究会、硬式テニス部、サッカー部、まねきねこ、ジャズフュージョン研
究会、Pocket's

2F (手前より)
ギター部、Growing、サークルゲーム、Thrasher、OWLS

③
Naughties、フットサルサークルAFA。硬式野球部、バレーボール部

④
ワンダーフォーゲル部、女子ラクロス部、女子サッカー部、ギター部、BOKIKEN、市大テクノ部
⑤
1F (手前より)
アメリカンフットボール部、硬式野球部、サイクリング部、サッカー部、準硬式野球部、ソフトボール部

2F (手前より)
男子フィールドホッケー部、医学部準硬式野球部、WINGS、ラバーズ、軟式野球部、男子ハンドボール部、
杉の子、陸上競技部、アイスホッケー部

①
1F (手前より)
POP CHAPS、Music Research Club、
FOLK SONG CLUB、軽音楽部

2F (手前より)
軽音楽部、クラシック音楽愛好会、POP 
CHAPS、FOLK SONG CLUB、グリークラ
ブ、Music Research club

3F (手前より)
ダブルフォルトフルハウス、ボート部、フラ
イングパンダ、女子ハンドボール、留学生
会、合唱団フリーデ、まつぼっくり、ヨット
部、男子ラクロス部、洋弓部

⑥
準硬式野球部

⑧
弓道部

⑩
馬術部

⑦
ラグビー部

⑨
医学部硬式テニス部、モモンガ、医学部ラグビー部、ゴルフ部、医学部
サッカー部、AVICAN、水泳部



Work Together
スタッフ募集

Hijichoは『つながりの創出による地域活性化』を団体ビジョンに掲げて
います。主幹事業として月に１度のペースで市大新聞を発行しています。
毎週木曜日の編集会議を基本活動とし、アポ取り、取材、紙面レイアウ
ト、写真、企業への渉外、地域交流、イベントの主催、など多様な活動
を展開しています。そんな空間に身を置いて自身を高める。本気で語り
合える仲間との出会い。さあ、Work Togetherしよう！ 興味ある方はお
気軽にご連絡ください。

メールでお問い合わせ→   hijicho@gmail.com    

Twitterはこちら→  @hijicho

食堂

８号館 テニス
コート

２
号
館

体育館

体育館
門

Hijichoオフィス
この辺です

Hijichoオフィスは旧教養
地区最南東BOX棟１階右
手の２つ目のBOXです。
興味のある方、御用のあ
る方は、お気楽におこし
くださいませ。


