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Hijicho 大阪市立大学新聞

お知らせ　
第121回 ボート祭  5月19日・20日開催 ▶4面
劇団態変『天にもぐり地にのぼる』5月25日～▶19面

4/20 (金) ふたば祭
大阪市立大学チーム「朱蘭」 ふたば祭 イケメンコンテスト▶2面 



イケメンへの挑戦と挫折
　今回、イケメンへの挑戦者として被験者Yを選出
した。
　まず我々は被験者Yのヘアアレンジによって彼を
イケメンへと近づけることを試みた。8号館掲示板
前のピロティで行われた「ハッピー体験」のヘア
アレンジブースでは、無料でヘアアレンジをしても
らえるとあって、すでに行列が出来ていた。今回
彼を担当していただいたのは、美容室AVANCE 
(アヴァンス) の美容師さんである。こちらから、
出来るだけカッコよく見えるようにと注文した
ところ、以下のような結果が見られた。

　

　被験者Yは少しの間ではあるがイケメンになれた
気がした。しかし付け焼き刃のヘアアレンジも長くは
持たず、数時間後になるとその髪型は残念なことに
崩れてしまった。外見上の変化ひとつぐらいではま
だ不十分なようである。我々はますます、イケメン
とは何かが分からなくなってきた。

コンテスト
　そこで我々は、ふたば祭のイケメンコンテスト
「THE TOP OF I・K・E・M・E・N」に答えを求め、
イケメンの極意なるものを学び取ることにした。

　コンテストは、女心を分かっているかを測るクイ
ズ、いつでもイケメンか、心に響く告白、という
三つの評価からなっており、それらを総合して、
審査員と観客による投票によりトップオブイケメン
が決定されるという内容だった。クイズの中から、
イケメンに必要な要素をピックアップしてみた。ク
イズを通して、世の女性が男性に求めるイケメン要
素が、少しずつではあるが見えてきた。

・優しい
・聞き上手
・メールを返す
・お金にうるさくない
・料理ができる人
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イケ メ ン へ の 招 待 
～ジブン  シダイ～

イケメンとは何か̶我々は何度この難題にぶち当たってきただろう。「イケメン」とは一般的に、容姿端麗、
かっこいいなどと外見的な良さとして使われる言葉だ。では、イケメンとは生得的なものでしかないのだろ
うか。そうなるとイケメンでなくして生まれてきた者は諦めるしかないのか。しかし我々は諦めることが
できなかった。イケメンに一歩でも近づこうと最善を尽くすことにした。そこで我々は、今年度のふたば祭
の企画を通してイケメンへのアプローチを図ることにした。

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＝上から被験者Yのヘアアレンジ前、ヘアアレンジ直後、
ヘアアレンジ4時間後(長澤写す)

写真＝イケメンコンテストの様子 (新舎写す)



　これらの要素なら、イケメンでない男性にも
チャンスがあるように思われる。ぜひ皆さん参考
にしてはいかがだろうか。
　では、今回の数々の課題を乗り越えて優勝を勝
ち取った、トップオブイケメンへのインタビューへ
と移ることにする。

Mr.IKEMENに聞く、イケメンの極意
Mr.IKEMEN 宮本徳之 (文2)

̶ライバル達についてどう思いましたか？
　さすが皆イケメンだなと思いました。僕は最初
は参加を断り続けていたんですけど、推されて出
ることを決めたので、あえて三枚目でいこうかな
と思っていました。なので、優勝が決まった時
は、驚きましたね。

̶勝利のポイントは何だと思いますか？
　ギターの弾き語りですかね。面白おかしくした
ことが勝因だと思います。

̶世の中見た目だと思いますか？
　全部じゃないけど、大きな割合を占めるとは思
います。

̶もし朝起きて出川哲朗になっていたら、どうし
ますか？
鏡の前で5分くらい動けないでしょうね。でも、
その後お笑いの仕事に行きます。お笑いの仕事も
経験してみたいので。

̶イケメンの極意を教えてください。
飾りすぎないことですね。ムッツリはNGです。あ
りのままをさらけ出して、素を見せれば良いと思い
ます。

一体、イケメンとは何ぞや
　インタビューより、イケメンは見た目ではないこ
とが分かった。ブサイクな我々にもイケメンへと
近づく可能性はある。イケメンとは、ただイケてる
顔面を生まれ持った者に与られる称号ではない。
自分の心をさらけだし、ありのままを見せること
ができる者こそが真のイケメンなのだ。えっ？そ
れって、俺のこと？…そう君こそ、真のイケメン
だ。さあ、胸を張れ！

吉野大地 (経1)
橋本啓佑 (文3)

監修
長澤彩香 (Hijicho)

※お断り
この記事は、Hijichoの新歓の一環である「取材体
験」の参加者が執筆しました。

Hijicho 大阪市立大学新聞03 第10号 2012年5月2日

03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＝宮本徳之さん (新舎写す)



ボート祭とは？
　ボート祭とは、JR桜ノ宮駅近くの大川 (旧淀川) 
で行われるボートのレースだ。5人で1つのボート
を出艇し、体育会クラブ・文化系サークル・学部・
女子チーム・一般の5部門に分かれて行われ、
各部門の1位～3位まで賞品が用意されている。

　また、会場にはステージが設置され、美術部の
ライブアートや、応援団のパフォーマンス、ダン
スサークルのパフォーマンスなどもあり、観客も
楽しめるようなイベントになっている。

　また、会場にはステージが設置され、美術部の
ライブアートや、応援団のパフォーマンス、ダンス
サークルのパフォーマンスなどもあり、観客も楽
しめるようなイベントになっている。

闘いはレースだけじゃない！
　ボート祭の醍醐味の1つは、レース以外でも闘え
ることだ。
　レースには仮装して出場することも可能で、
「仮装賞」というものがある。そのため、仮装する
ために出場する人もいるほどだ。また、チームには
名前をつけて出場することになるが、最もユニークな
チーム名をつけたチームには「ネーミング賞」が
与えられる。レースに自信がないという人も、仮装や
ネーミングでは思う存分闘えるだろう。(ちなみに
Hijichoは去年のボート祭で「レモネードを飲みほ
して甘酸っぱい恋がしたい号」というチーム名で
ネーミング賞を受賞した。)

04

Hijicho 大阪市立大学新聞04 第10号 2012年5月2日

ボーッとする？ボートする！
 ～第121回ボート祭～

毎年恒例のボート祭が5月19日・20日に開催される。今年で121回目を迎える市大の伝統行事だ。

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＝去年のレースの様子 (Hijicho写す)

写真＝去年のライブアートの様子 (Hijicho写す)

写真＝去年の応援団のパフォーマンスの様子 (Hijicho写す)

写真＝去年のダンスサークルSPLASHの
パフォーマンスの様子 (Hijicho写す)



実行委員の挑戦
　ボート祭を運営するボート祭実行委員会でも、
新たな試みに挑戦している。
　まず、参加料が大きく変わる。昨年まで、学生
であれば1人1,000円 (1チーム5,000円) を徴収し
ていたが、今年からは1チーム3,000円、つまり
1人600円で出場できる。なお、学生と教授の混合
チームは1チーム4,000円、一般は1チーム5,000円
で参加できる。
　さらに、参加賞として定番だったタオルのデザ
インが大きく変わる。今年はポップなデザインと
なるらしく、参加賞として喜ばれるものを目指し
た。具体的にどのようなデザインになっているか
というと…実際に参加してからのお楽しみにして
おこう。
　ボート祭実行委員会の広報担当を務める有行未圭
さんは「ボートを漕ぐことでチームが一体となる
ので、団結が深まること間違いなしです。景品も
かなり豪華なのでぜひご参加ください。とても楽
しいイベントですよ！」と参加を呼びかけている。
　ボート部でもない限り、日常でボートを漕ぐ機会
はほとんどないだろう。1年に1度のチャンスを生
かし、日常では経験できないボートに挑戦しよ
う。

近藤龍志 (Hijicho)
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05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/

開催要項
日時：5月19日・20日
場所：大川 (JR桜ノ宮駅すぐ)
参加人数：原則1チーム5人
出艇料：学生のみ：3,000円
　　　　学生＋教員：4,000円
　　　　一般：5,000円

申し込み要項
記載事項
・参加部門
・代表者氏名
・電話番号
・メールアドレス
・チーム名
・参加者氏名、所属団体
・練習参加希望日程
・仮装の有無

申し込み期間
4月16日(月)～5月11日(金)

お問い合わせ
大阪市立大学ボート祭実行委員会
参加申し込み
boatfesta121@yahoo.co.jp

HP
http://boatsai.web.fc2.com



利用者から見るラーニングコモンズ
　ラーニングコモンズを利用していた学生3人に取
材した。

利用者A (PC利用者)
　「僕は5階にある英語関係の本棚をよく利用する
ので、その時にラーニングコモンズの存在を知り
ました。ラーニングコモンズに変わる前は、個別
ブースとして仕切られたスペースでPCを利用でき
ましたが、今回その仕切りがなくなり個別ブース
がなくなってしまったことが残念です。利用する
のは今回が初めてですが、今後も利用したいで
す。」

利用者B (ホワイトボード利用者)
　「5階を通ったときにラーニングコモンズに変
わっていることに気付きました。今日初めて利用
したんですけど、設備がよくていいですね。ホワ
イトボードが使えるので会議に利用できますし、
また椅子が座りやすいです(笑)。特によいと思った
サービスはインターネットが利用できることです。
今後も利用したいです。ただ、会議している時に
自分たちの声が周りの人に聞こえてしまうのは、少
し気になりますね。あとは飲食が出来たらさらに
よい施設になると思います。」

利用者C (PC利用者)
　「ラーニングコモンズになる以前から施設を利
用しており、改築するのはその時に知りました。
現在、平日はほぼ毎日利用しています。ホワイト
ボードなど、必要な設備が充実しており、ディベート
などを行いやすいところがいいと思います。静かな
雰囲気でパソコンを見たいので、人々がディベート
を行う空間と、パソコンの空間を隔てる仕切りを
作って欲しいです。」

　三者三様の意見であるが、3人とも肯定的な印象
を持っているように感じた。

職員から見るラーニングコモンズ
　要望として挙げられた、仕切りや飲食の問題を含
め、学情の職員の方に取材した。

̶ラーニングコモンズ開設の理由を教えてくださ
い。
　近年、学生が図書館に求めるものが変化してき
ています。以前は本を借りることが目的でしたが、
今は勉強する場を求めて来る学生が増えて来てい
ます。それは大阪市立大学に限った話ではなく、
他の大学でも見られる傾向であり、現に学生が
自由に利用できるスペースを取り入れている大学が
増えています。

　そもそもこの学情にはそういったスペース (グループ
学習室や自由閲覧室など) が予め備わっており、
「増設する必要はないのではないか」という声も
上がっていましたが、それらの施設が予約で
いっぱいになることが増えつつあり、またメディア室
の利用者が減少しつつあることを踏まえて、今回の
増設に踏み切りました。

̶ラーニングコモンズのサービスについて教えてく
ださい。
　真ん中にあるグループワークスペースの利用は自由
で、テーブルやホワイトボード、マーカー、提案
ボードと呼ばれるミニホワイトボードなどは申込み
なしで利用可能です。一方、パソコンや映像資料の
利用には申し込みが必要ですが、予約は必要ありま
せん。申込者数は一日当たり40～50人くらいです。

　ラーニングコモンズで利用できる備品には、
これまでの学情にはなかったものが取り入れられ
ています。最も目を引くのは、勾玉の形状をした
テーブルでしょうか。このテーブルは、自由に動かす
ことが可能で、利用者の人数に合わせて組み合わ
せることもできます。通常の四角形のテーブルより
も、利用者同士の距離が近いことも利点です。
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突撃！ラーニングコモンズ
2012年4月20日、学術情報総合センター (以下、学情) の5階にある「ラーニングコモンズ」について、利用
者と職員の方に取材を行なった。ラーニングコモンズとは、2012年4月から学情5階に開設された施設であ
り、かつて個々での映画鑑賞や、パソコンを利用できる施設であったスペース (メディア室) を改装して開設
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/



　また、提案ボードというものもあります。これ
は個々の意見を見せ合うことができる、比較的小
さなホワイトボードです。

̶パソコンで印刷はできますか。
　セミナースペースには17台のパソコンが設置さ
れており、学内者なら誰でも利用できます。17台
中10台は5階にある情報処理教育実験室 (PCルー
ム) のパソコンと同じですが、印刷はできません。
他の7台はセンター内の資料をコピーする際に利用
するプリペイドカードによる有料印刷が可能で
す。その印刷機は2階のレファレンスカウンターの
隣に設置されており、2階まで取りに行かないとい
けない点が少々不便かもしれませんが、カラー印刷
が可能という利点もあります。白黒印刷10円/枚、カ
ラ―印刷50円/枚となっています。

̶仕切りや飲食の要望もありましたが。
　ラーニングコモンズのモットーは、「みんなで
話すことが出来るスペース」。パソコンを常備して
いるセミナースペースでは、講習会も開けるように
パソコンの仕切りをなくしました。仕切りがなく
なって残念という声もありましたが、無線LANが
飛んでいるので、ご自身のパソコンを持参していた
だいても結構ですし、秋からはノートパソコンを
貸し出す予定なので、自分のスペースでパソコンを
利用することは可能だと思います。
　飲食についてですが、臭いや食べこぼしの処理
ができないので、厳禁としています。

̶利用者の方に一言。
　このラーニングコモンズは、基本的に自由に利
用していただきたいと思っています。隣のグループ
のプレゼンを聞いて「聞き入ってしまった」「全
然違う分野だけど、興味をそそられた」といっ
た、オープンな場でこその出会いがあれば素敵だ
なと思います。ただ、会話を許可しているがゆえ
に、利用者のマナーが心配です。学生の皆さんが自
主的に使うスペースなので、お互いが気持ちよく使
えるようにマナーを守って利用してくださることを
期待しています。

前田航志 (生2)
柳　建児 (経1)
前岡佑希 (経1)

監修
新舎洸司 (Hijicho)

※お断り
この記事は、Hijichoの新歓の一環である「取材体
験」の参加者が執筆しました。
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写真＝ラーニングコモンズの様子 (新舎写す)

写真＝提案ボード (新舎写す)

写真＝印刷機の配置 (新舎写す)



　近頃、クラウドコンピューティング、通称「クラ
ウド」と呼ばれるWebサービスが広がっている。
クラウドとは、従来ならパソコンで管理していた
データなどを、ネット上で必要に応じて利用する
形態のことである。具体的には、データをイン
ターネット上に保存し、自宅や学校、外出先など
様々な環境のパソコンやスマートフォンからデー
タを閲覧したり、編集することができる。今回
は、学生生活に役立つ2つのクラウドサービスを紹
介する。ぜひ活用していただきたい。

Evernote
皆さんは、EvernoteというWeb
サービスをご存知だろうか。
Evernoteとは、インターネット
上に写真やテキストなどをノー
ト形式で保存しておいて、必要
な時に閲覧・編集することがで

きるクラウドサービスのことだ。Evernoteのウェ
ブサイトを通じてアカウントを設定すれば、誰で
も無料で利用できるようになり (有料のプレミアム
版もある) 、同社が提供するサーバ上にデジタル
データを保存することができる。Evernoteは、テ
キスト、画像、音声、PDFなど、多種多様なデー
タをノートとして保存することができる。そし
て、パソコンやタブレット、スマートフォンなど
のデバイスからアクセスすれば、そのノートを自
由に編集することが可能だ。また、ノートは
「ノートブック」や「タグ」で分類することが可
能なので、簡単に整理することができる。では、
Evernoteの具体的な活用方法を紹介していこう。

Evernoteで講義ノート
　Evernoteは、パソコン用のソフトウェアタイプ
であれば、インターネットにつながっていないオ
フラインの環境でも使うことができる。図やレ
ジュメなども、画像ファイルとしてテキストデー
タと一緒に保存することが可能だ。タイピングに
慣れていれば、筆記よりも圧倒的に早い。その
分、より講義に集中することができる。

スマホでノートを取ろう
　EvernoteにはそれぞれiPhone・iPad用のiOS
版、Android版のアプリがある。スマートフォンや
タブレットに対応している小型のBluetoothキー
ボードを使えば、タブレットやスマートフォンで
ノートを取ることも可能だ。

ノートを共有し、試験対策に
　Evernoteには「共有機能」というものがあり、
指定したノートブックを公開、または特定の人と共
有することができる。講義のノートブックを友人と
共有すれば、試験勉強にも役立つだろう。また、
筆記のノートの貸し借りのような手間のかかるや
り取りも省くことができる。試験対策には有効な
ツールになるだろう。
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パソコンでノートを取る時代
みなさんは、普段の生活の中で、どの程度インターネットを利用しているだろうか。Webブラウザでサイト
をチェックするだけ、という使い方の人も多いのではないだろうか。インターネット上には、様々な便利な
Webサービスが存在している。

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/

写真＝Evernoteの使用風景 (新舎写す)

写真＝小型Bluetoothキーボード (鶴木写す)



Google ドキュメント
Google ドキュメン
トとは、オンライン
で文書やスプレッド
シート、プレゼン
テーション用のスラ

イドを作成することができるサービスのことだ。
分かりやすく言えば、マイクロソフト社のソフト
ウェアであるWordやExcel、PowerPointを使った
ドキュメント作成に近いことが、オンライン上で
できるのだ。Google ドキュメントは、Googleの
アカウントさえ取得すれば無料で使用することが
できる。そして、作成したファイルはMicrosoft 
Word・Excel・PowerPointの各形式やPDFなど、
形式を指定してダウンロードすることも可能だ。

Google ドキュメントの使い方
　Google ドキュメントは、ウェブブラウザ上で使
うことができるサービスであり、パソコンにソフ
トウェアをインストールする必要がないため、
ウェブブラウザが使える環境さえあれば、どこか
らでもドキュメントを編集することが可能だ。例
えば、Googleドキュメントを使ってレポートを書
けば、家のパソコンやでも学術情報総合センター
のパソコンからでもレポートを編集することがで
きる。つまり、ファイルをUSBフラッシュメモリ
に保存して持ち運ぶ必要がない。また、Google ド
キュメントはドキュメントを自動で保存してくれ
るので、保存し忘れるという心配もない。

Google ドキュメントで共同作業
　Google ドキュメントは、他者とドキュメントを
共有し、共同編集することも可能だ。共有すれば
複数人が同じドキュメントを同時に見たり、一斉
に編集することができるので、ゼミやクラブ・
サークルのグループワークなどにも活用すること
ができる。また、ドキュメントにコメントするこ
ともできるので、他の編集者の考えを確認でき、
共同作業に便利である。

まとめ
　今回はEvernoteとGoogle ドキュメントという2
つのWebサービスを紹介させていただいた。この
他にも、オンラインストレージサービスの
DropboxやSugarSync、登録したサイトの更新情
報を取得し表示することができるGoogleリーダー
をはじめとするRSSリーダーなど、学生生活や就職
活動に活用できる便利なWebサービスは多数存在

している。これらのサービスは、一度利用してみる
価値はあると思う。みなさんもぜひ活用しよう。

鶴木貴詩 (Hijicho)
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参考
Evernote
http://www.evernote.com/about/intl/jp/

Google ドキュメント
http://www.google.com/google-d-s/hpp/
hpp_ja_jp.html

オンラインストレージサービス
Dropbox
https://www.dropbox.com/

SugarSync
http://www.sugarsync.jp/

RSSリーダー
Googleリーダー
http://www.google.co.jp/reader/



謎の「遺跡発掘中」…
　掘り起こされていたのは、旧教養地区内の2号館
と新体育館の間に位置する、かつて木々が茂って
いた場所だ。そこに、人工光合成の研究施設を増設
する予定だという。では、なぜ「遺跡発掘中」
だったのか。それは、その地下に遺跡が埋まって
いるからだ。

地下に眠る山之内遺跡
　埋まっている遺跡の正式名称は「山之内遺跡」。
浅香や遠里小野、我孫子付近までがその範囲とさ
れ、大阪市立大学杉本町キャンパスは全てその範囲内
となる。次ページ図1の、ラインで囲まれている範囲
が山之内遺跡の範囲だ。
　この範囲内を地表から1.5～2ｍほど掘り下げる
と、縄文時代や弥生時代の地層が表出するとさ
れ、実際に当時の土器の欠片や住居の跡が発見さ
れている。

　付近にある遺跡は山之内遺跡だけではない。
遠里小野遺跡や南住吉遺跡など、様々な遺跡が点在
している。この大和川付近の地層は、程良い粘土
層となっており、比較的発掘しやすい地質となって
いる。
　新しい施設を建設する際は、貴重な出土品の保護
の為、その地下から何も発掘されないかどうかを
調査することが義務付けられている。
　今回の発掘調査の期間は2012年3月5日～3月31日。
今回は特に何も見つからず、これから人工光合成の
研究施設の増設工事を開始する予定だ。施設は
2013年3月に完成予定とされている。
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発掘! 市大アンダーグラウンド
2012年3月、大阪市立大学旧教養地区の一部が、「遺跡発掘中」という名の下に掘り起こされていた。大阪
市立大学で一体何が行われていたのか。取材の結果、面白い事実を「発掘」した。

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＝3月17日当時の遺跡発掘現場 (筆者写す)

図＝校舎見取図 (黒い箇所が現場) (Hijicho作成)

画像＝共通教育棟 (8号館) 区域から発掘された出土品 
(同大学同課提供)



　まだ「大発見」とされる出土品は発掘されてい
ないが、私たちの足元に縄文時代の営みが眠って
いると想像するだけで、赴き深いものを感じる。
大阪は、なかなかに歴史との距離が近いのだ。
普段何気なく見ているものが、実は意外と歴史の
深いものかもしれない。そのような視点で街中を
歩くと、ただの散歩もまた楽しいものになるだろう。
これからの発掘にも期待したい。

新舎洸司 (Hijicho)
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図1＝山之内遺跡の範囲図 (大阪市立大学経営管理課提供)

画像＝遺跡分布図 (同大学同課提供)



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/

さて、大阪市立大学が誕生して以来30年以上続いた「市大新聞」に掲載された記事を、Hijicho大阪市立大
学新聞で復活させていくこのコーナー。今回は、1949年4月発行の「市大新聞」創刊号より、当時の家政学
部 (現在の生活科学部) 部長による生活科学に関する考察だ。
全国でも生活科学部をもつ大学は少なく、それは大阪市立大学を特徴付ける学部のひとつであろう。しか
し、生活科学とはいったい何であるか疑問に思っている者もいるだろう。きっとこの考察がその疑問のひと
つの答えではなかろうか。

Hijicho 大阪市立大学新聞12 第10号 2012年5月2日
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温故知新
旧市大新聞をたずねてvol.3

「生活科学とは何か」

生活科学考 ―人間は一つの多面体―
茶珍俊夫

一体生活科学という学問があるのかと質問された場合、私はサアと答え、今の段階では学問体系はなし
ていないでせうと付け加える。生活科学研究所長としては甚だ不見識かもしれないが実状だから止むを
得ない。然し段々と学問体系は作られて行きますよとさらに付加することは忘れないであろう。これは
私の負け惜しみや独りよがりでないと私は考えている。私達の生活科学研究所で横文字の看板をかけね
ばならなくなった時その英訳に困った。色々研究して貰った結果domesticscienceの研究所と訳すること
になった。一般に家庭科学と訳される言葉である。Home science もこれに近い言葉であろう。又 life 
や housekeeping, livelihood の研究所という言葉も考えられたがこれも生活科学なるものの内容の一部
を示しているにすぎない。 science of livingというのが近いような気もするが余り奇をてらっているよ
うで、結局domesticscienceといふことになった。私は独語のLebenserscheinungは割にピッタリする
ような気がする。

名称のことはこれ位にして、生活科学なるものは何者を包容したものなのかということについて私の現在
の考えを述べてみたい。

人間の生活は一つの多面体であると私は思う。絵画や詩歌を楽しみ、人生を思索し、社会や政治を批判
するなど、我々の生活は思考の連続である。農夫が耕し、工員がハンマーを振る間にはまとまった思考
は行われていないにしても何等かの精神的な判断は行われている筈である。人間の一生、または一日の
生活は生のある限り、こうした精神的な面の連続である。然し生活というものは他の一面として物質的
な然も消費的な面を幾つも持っている。例えば我々の生活は物の消費の連続であることである。朝起きて
使う歯みがき、水、石鹸から始まって、衣服、食事、器具、更に大きく住宅そのものも我々の生活の
消費財である。此の消費されるものの科学的内容が生活科学の一つの研究対象である。

一日の生活は二十四時間の消費である。これより多くも少なくも消費することは許されない。時間は物で
ないかもしれないが、その一分、一秒の間にも前途の何物かが消費されている、この関連性に於いて一
つの考察が行われるべきである。これも生活科学の一つの研究対象であろう。



  

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/
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一日の生活は生命の存する限りエネルギー消費の連続である。その消費状態を対象として幾多の研究問
題が発見されるし、しかも物と時間の関連に於いては更に多くの考察が行われなければならない。

我々の生活はある制約された環境下に営まれている。大きくとれば宇宙、地球上の一分子としての人の
生活であって、それから受ける制約を逸脱した我々の生活はあり得ない。モット小さく実際的な表現を
するならば都会に住む人は都市生活、田舎の人は農村生活と夫々 (それぞれ) 異なった環境下に、又現在
に於いては個人の力では如何ともなし難い制約を受けて生活をしている。その生活の実態を知り、物的
消費の状態との関連性を究めることも亦 (また) 生活科学に与えられた課題である。

生活、殊に物質生活に結び付いた面はまだ色々あろうが先ずこれ位にしておきたい。

こうした研究、考察を行ふ場合生活科学的な立場から忘れてはならないことは我々の経済生活と生活慣
習である。家では家庭の収入であり、国家では国の経済状態である。又慣習はその民族性ともいえよ
う。前述の諸研究課題が単に自立科学的な面からのみで結論を得たものならばそれは衛生学や生理学や
建築学の範囲を出てない。生活科学的な立場はこれら自然科学的な結論を基礎としてそこに経済的、慣
習的な要素を加味した具体的な結論を得ようとする行き方であると私は考えている。過去に於いては
我々の生活は経済と慣習に余りにも拘泥し過ぎて来た。自立科学的な見方を余りにも無視し過ぎて来
た。この立場を変えて見直そうとするのが生活科学に与えられた使命であり、此の見方、考え方で生活
現象を体系づけて行きたいというのが私の生活科学考である。(大阪市立大家政学部部長、市立生研究所
長)

旧「市大新聞」のバックナンバーは全て、学術情報センター内6階の大学史資料室で閲覧することができ
る。また、資料室では、「市大新聞」だけでなく、学内で発行された様々な冊子や市大とその前身となる
大学・専門学校の歴史資料等を保管しており、所蔵資料は閲覧、複写、および撮影することが可能である 
(ただし室長の許可が必要)。

大阪市立大学大学史資料室
所在場所　大学内、学術情報総合センター6階
開室時間　9:30～12:00、12:45～16:00
休室日　毎週土曜・日曜、祝日、年末年始
Tel：06-6605-3371
E-mail：archives@ado.osaka-cu.ac.jp



料理アドバイス
即席ラーメン
　表示の茹で時間より少し早く火を止め、余熱で
30秒。余熱で火が通ることを考慮して、いっぱい
まで火を付けない。余熱の後に、スプーン半分程度
の酢を入れるとよし。

野菜炒め
　家庭用のコンロで炒めると火力が弱いため、
どうしてもべちゃっとしてしまう。そこで、野菜
を切った後炒める前に、油をまぶすと良い。ただし、
あらかじめ野菜の水気はとっておくこと。

米
　米は長い間放置したままだと古くなったり、虫
が湧いたりすることもある。米びつの中にニンニク、
あるいは唐辛子を入れておくと虫の発生を抑えら
れる。また、米が古くなっても、炊くときに日本酒・
食塩・酢などを入れておくと、おいしく頂ける。
味には影響がないとのこと。

焼き魚
　焼き始める前に網を温めておくことはもちろん
のことであるが、さらに焼く前の魚の表面に酢を
塗っておくことで、魚の焦げ付きを防止すること
が出来る。コツは、魚の両面に酢を塗ること。

卵の殻の処理について
　卵の殻の中には多くの場合卵白が入ったままで
ある。これを流し台にしばらく放置することで、
殻の中にある卵白が流し台をコーティングするため、
後処理が楽になるとのこと。

新入生に一言
　その時々に一生懸命やりなさい。誰かが必ず見
てるから。
　他にもいろいろ貴重なお話をうかがった。面接
の受け方など、まだまだたくさんある。もっと知
りたい方はBULLへ行こう。(BULLの場所は関連記
事「Hijichoマップ (新聞設置場所) 」から)

大久保有人 (工1)
正木崇貴 (経1)
山中仁志 (文2)

監修
長澤彩香 (Hijicho)

※お断り
この記事は、Hijichoの新歓の一環である「取材体
験」の参加者が執筆しました。
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下宿生必見！ひと工夫で絶品料理
新学期が始まり新たに下宿を始めた方も多いのではないだろうか。下宿生の多くは自炊しているだろうが、
なかなかおいしく作れないという方もいるかもしれない。そんな方に耳寄りな情報がある。大阪市立大学杉
本キャンパスの北側にBULLという料理屋があり、その店のマスターに料理極意をうかがった。ぜひとも自炊
の参考にしてほしい。

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/

お問い合わせ
BULL
06-6697-6088

関連記事
Hijichoマップ (新聞設置場所)
http://hijicho.com/?page_id=3851

写真＝BULLの看板 (長澤写す)



　こんにちは。商学部の松井としきです。今回は僕
がアメリカでどういう留学生活を送っているのかと
いうことについて書いてみようと思います。

1年間のおおまかなスケジュール
　僕は市大を休学してシアトルにあるワシントン
大学に1年間の留学に来ています。一口に留学と
いっても実は様々あり、英語だけを勉強する語学
留学や市大の提携校に留学する交換留学、学位を
目的にした正規留学などがあります。僕の場合は
4学期制で1学期目はIntensive Englishクラスを受
講します。これは英語の習得を目的としたクラス
でライティング、スピーキング、リスニング、グラ
マーといった基本的な英語の技能を学んでいきま
す。2学期目はビジネス英語とマーケティングを学
び、3学期目ではBusiness for International 
Professionalsといってワシントン大学ビジネスス
クールが監修するビジネスに関する幅広い知識を
身につけるクラスを受講します。4学期目ではいま
まで培ってきた英語力と専門性をより実践的なも
のにするためシアトル近辺の企業または公的機関
でインターンシップをします。

典型的な僕の一日
　僕はいま1学期目で、自分の拙い英語力を少しでも
向上させようと世界各国から集まった留学生たち
と英語の勉強に時間を費やしています。
それでは僕が普段どんな感じの生活を送っている
かというのを公開してみたいと思います。

7時：起床、朝食、ジョギング、シャワー
8時：CNN (アメリカのニュース番組) を見る
9時：出発
10時：大学到着、授業がはじまるまで図書館で勉強
11時30分～16時20分：授業
18時：帰宅、夕食
19時～21時：近所の図書館で勉強
24時：就寝　

　といった感じでしょうか。一日の日課にジョギ
ングを組み入れているのですが、これはホームステ
イ先での夕食がほぼステーキ、ピザ、スパゲティの
ローテーションで回されており、滞在2週間にして
体重の増加を実感したため最近はじめてみました。
いつまで続くことやら…。授業時間がやや短いと
思われた方もいるかもしれませんが、アメリカの
授業は日本と違い参加型で積極的な発言が求められ、
宿題が大量に出され、とてもハードです。先生も厳
しい方が多く、正直言って市大の授業が比になら
ないくらいきついです。ただライティングの先生が
エマ・ワトソン (映画版ハリーポッターでハーマイ
オニー役だった人) 似の美人で、この授業だけは僕
の癒しの時間です　笑。
　なんか真面目な感じのスケジュールを書いてしま
いましたが、ここはアメリカ。パーティーの予定
がしょっちゅう入りますし、サークルなどにも入
ろうと思っています！勉強だけでなく遊び面も充
実させつつ、これからもぼちぼちがんばります！！

松井としきさん (商学部2010年入学)
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◇ 寄稿連載 ◇ 
ワシントン大学留学記 (第2回) 

～アメリカでの留学生活ってどんなもんやねん！？～
この記事は、松井としきさん (商学部2010年入学) から寄稿していただきました。彼は2012年4月から1年
間ワシントン大学に留学します。全8回の連載を通して、海外留学についての魅力を伝えていただきます。

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/

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。



　ホームレスに近づいてはいけないと教えられ
育った私。しかしなぜこの豊かな日本で、ホームレス
状態になるのかふと疑問を持ち、日本でホームレス数
が一番多い街・あいりん地区 (通称・釜ヶ崎) での
炊き出し活動に参加した。そこで、豊かな日本を
支えているのが、今ホームレスになっている方々
であることを知り、社会に憤りを感じると同時に、
ホームレスのおっちゃんたちの温かさを知った。

勝手な決め付けと罪滅ぼし
　ホームレス問題に出会う前、私は自分が何のた
めに生きているのかが分からなかった。高い学費
を親に払わせ、迷惑ばかりかけている自分。むし
ろ、この世にいない方がいいんじゃないだろうか
と、生きている意味、存在理由を見失っていた。
いわゆる、中二病だろうか。

　そんな時に、ホームレス問題に出会った。社会
の不条理の中でもたくましく生きるおっちゃんた
ちに比べ、自分は何をしているのだろうかと無性
に腹が立った。何もホームレスの方々のことを知
らずに、人から聞いただけで「ホームレスは自業
自得だ。放っておけばいい」と勝手に決めつけて
いた未熟な自分に腹が立った。ホームレス生活を
送る方が肩身の狭い思いをしているのは、私のよ
うな、目に見えるものだけで勝手に決めつけ偏見
を持っている人がたくさんいるからなんだと気づ
いた。

　何か、罪滅ぼしはできないか。炊き出し後、帰
宅して懸命に考えた。大好きなこたつに入っても、
温かさなんて微塵も感じられなかった。その日を
皮切りに、寝る間も惜しんで毎日毎日、ホームレ
ス問題を勉強した。

中高生によるホームレス襲撃事件
　ホームレス問題を勉強するうちに、中高生による
おっちゃんたちへの襲撃事件が起こっていることを
知り、衝撃を受けた。

　「ホームレスは社会のゴミだ。俺たちはゴミ掃
除をしているんだ」そんなことを言って、自分と同
世代の子たちがホームレスを殺していた。2000年
にも4人の高校生が天王寺駅前で野宿していた67歳
の小林さんを襲撃、暴行し、小林さんは内臓破裂
によって亡くなるという事件が起きていた。

　少年たちは「ホームレスは臭くて汚く社会の役
に立たない存在」「格闘技ゲームの技を試し、日
ごろの憂さを晴らしたかった」と、「こじき狩り」
と称して野宿者への襲撃を2000年初めから繰り返
していたそうだ。2000年1月から約半年間に20数件、
野宿者襲撃を重ねていたらしく、事件当夜も「狩
りに行こう」「ノックアウトするまでやろう」と
誘い合い、コンビニで襲撃目的の花火を買い、酒で
勢いをつけて、6件の襲撃事件を起こしていたのだ。
天王寺の襲撃の1時間前には、同じ区内の公園で71
歳の野宿者のテントに爆竹を投げ込み、驚いてテ
ントを出たところへ暴行を加え、さらにビニールひ
もで首を絞めた。また、他の野宿者から数千円の
現金まで奪い取っていた。

　このような事件が日本各地で起きていた。人を
人と思っていない気持ちがそうさせているのだと
思った。もし自分がホームレス問題に出会っていな
かったら、おっちゃんたちの温かさを知っていな
かったら、自分も加害者になっていたかもしれな
い。そんな思いが頭をよぎった。
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◇ 寄稿連載 ◇ 
自転車で紡ぐ、川口加奈物語 (第2回) 

～一念発起～
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/



　

必死の思い、伝えたかった現状
　「ホームレス問題を知ったからには責任があ
る」といつからか思い始めた。おっちゃんと少年
たちの最悪の出会いを食い止めたい、そのために、
ホームレス問題の真実を伝えようと活動を開始し
た。当時14歳だった私にとっては、炊出しを自主
的に開催したところで、継続するのは難しいの
で、講演活動が最適ではないかと考えた。特に、
同世代の同世代による同世代のための講演活動
は、普通に先生たちがホームレス問題について話
すよりも、なにか響くものが中高生にあるのでは
ないかとも思った。

　そこでまず、自分の中学校から始めようと、先生
に頼んで全校生徒が集まる場で作文を読ませても
らった。そして、自分なりにどうすれば生徒の心
に響くか一言一句に気を遣い、工夫を重ね、どん
どん講演をしていく機会を自分の学校外にも広げ
ていった。また、中高生にホームレス問題を分か
りやすく伝えようと新聞も3回発行した。そして、
自分の学校のボランティア部にも属し、7つの学校
から100人を集めて、ホームレス問題のワーク
ショップも実施した。しかしどれだけ時間を割い
ても、ホームレス問題の状況や周囲の反応は一向
に変わらなかった。微動だにしない現実に焦燥感
を抱え、それでも私は活動をし続けた。そんなあ
る日、暗闇をさまよう私へ、一筋の光が差し込んだ。

川口加奈さん (経済学部2009年入学)
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写真＝少年らによるホームレス襲撃事件を伝える
神戸新聞の記事

写真前列左から3番目＝川口加奈さん (本人提供)

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)



劇団態変とは
　劇団態変は1983年の旗揚げ以来29年に渡り、自
身も重度の身体障害者であり、踊り手でもある芸
術監督・金満里(※)の「身体障害者の障害自体を表
現力に転じ、未踏の美を創り出すことができる」
という着想に基づき、身障者自身が演出し、演じ
る劇団として活動してきました。劇団には市大出
身者も数名在籍しています。
(※編集部注：金満里さんは平成14～19年まで、大
阪市立大学で「障がい者と人権Ⅰ」の非常勤講師
として教鞭をとられていた。)

　この度、メタモルホール (劇団態変アトリエ) に
おいて、金満里ソロ公演『天にもぐり地にのぼる』
を1公演あたり限定約30名の皆様にお届けいたし
ます。

矛盾を内包した「龍」の強さ
　『天にもぐり地にのぼる』は、舞踏家大野慶人
氏の監修を受けて2010年にウィングフィールドで
初演を迎え、自身の身体の再生を感じたり、演者
である金満里の背後やあらゆるところに人がいる
ような感覚を観るものに感じさせるほどの、大きな
エネルギーが舞台上に渦巻きました。

　今回は「狭いアトリエ」という制限を最大限効
果的に生かし、超密室で役者の演技を肌で感じる
身体表現の可能性を探っていきたいと思います。

　本作でモチーフとするのは「龍」。龍は古今東
西問わず世界で様々なメタファーとして出現してい
ますが、東西では逆の意味付けがされています。古来
から東洋の中国・韓国での「龍」は、王以外の者
が服飾に装飾する事は許されないほど超越した力
の象徴でした。一方西洋の「ドラゴン」は、モン
スターでしかなく悪の象徴でした。天と地とを行
き来し、聖と邪、東洋と西洋という相反する対立
を超越した不思議な存在である龍。今回の作品で
は、真白な小蛇が龍へと変容する姿の中に、自ら
の内に矛盾を抱えて生きるものの強さと美しさを
描き出します。本作は2010年3月に大阪で初演し、
観客のみならず、マスコミ関係者からも熱い注目を
浴びた作品です。今回の再演では関東の方々にも作品
の真髄を味わっていただけるよう、更に磨きをか
けて臨みます。限定30席という極めて貴重な企
画。完売必至です。急ぎご予約ください！

金里馬 (劇団態変)
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◇ 寄稿 ◇ 
障害自体を表現力に　

劇団態変『天にもぐり地にのぼる』 5月25日から

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＝金満里さん (福永幸治さん (studio epoque) 写す)
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開催要項
題：『天にもぐり地にのぼる』
日時：5月25日(金) 19:30～／26日(土) 16:00～／27日(日) 14:00～
会場：メタモルホール (JR東淀川駅から徒歩3分) (地図はこちら)
チケット
○前売：2,500円 (学生・シルバー) 
               3,000円 (一般) 
            5,000円 (障害者+介護者ペア)
○当日：3,500円

ご予約・お問い合わせ
●tel:06-6320-0344
●ホームページ上でのチケット予約
http://www.asahi-net.or.jp/~tj2m-snjy/form/ticket.html

※限定30名。誠に申し訳ありませんが会場の都合で車イス席は各公演1席です。必ず事前にご予約をお願

劇団態変では、現在裏方、黒子、制作、美術、音響、照明などのスタッフを募集中です！舞台づくりに興
味のある方、少し態変の舞台裏を覗いてみたいという方、お気軽に上記連絡先までご連絡の上一度稽古場
まで遊びに来てみてください。

写真＝公演のチラシ (HPより引用)
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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。


