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①理系学舎
　現在進んでいる工事の中で最も大掛かりなものは
間違いなく、理系学舎の建て替え工事であろう。学
術総合情報センターの北側に大規模な工事が行わ
れているのは周知の事実である。現在では工事が
進み、新棟の外観が見えるまでになった。
　一部理系学舎の老朽化に伴い、10年以上前から
建て替えの要望はあったものの、実験装置の運搬等
の問題からずっと先送りにされてきた。そんな中、
2008年にようやく建て替えの計画が始動し、2010年
に着工され、現在に至っている。新棟の建設は
2013年度末までに完了予定であるが、建て替えを
行わない既存の棟の改修工事を含めた、理系学舎
整備事業全体の完了予定時期は2014年度末にまで
及ぶという。

　理系学舎整備事業の一部分として、8号館の東側
に仮研究棟の建設も進められている。建て替え期
間中、旧理系学舎にあった研究室をここに移す狙
いだ。当該整備事業の全工程が終了するまでの間
は数学科をはじめとする理学部の研究室として主
に使用される。整備事業完了後の用途はまだ決
まっていないが、理系学部に限らずその時の状況
を総合的に判断して用途を決めるようだ。仮研究
棟の完成は6月を予定されており、周りの囲いもそ
れに合わせて取り外されるという。

②人工光合成研究拠点
　旧教養地区内の2号館裏に今年3月よりしばらく
の間、「遺跡発掘中」という看板が立っていたこ
とは記憶に新しい。このことについてHijichoでも
過去の記事 (http://hijicho.com/?p=6094) で取り
上げたが、その後、今月6月から同じ地区をぐるっ
と囲むように白い囲いが立ちはじめ、工事が開始
した。ここには新たに人工光合成の研究施設が立
つ予定だ。
　世界的に人工光合成の競争が激化するなか、すぐに
でも本格的に研究を進めなければ競争に乗り遅れると
いうことが背景にあり、急遽市から予算がついたた
めに当該研究所の建設が始まった。完成後は教授や
学生だけでなく、教授の助言の下、民間企業も施設
を利用して研究開発を行うことができるという。工事
は来年の3月末までに完了し、7月より稼働開始を予
定している。
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進むキャンパス改造　
2号館裏の囲いは今年度末に取り外しか
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大阪市立大学杉本キャンパスにおいて、理系学舎の建て替えや人工光合成研究所の新設など、大規模な工事が同
時進行している。キャンパス内の複数個所で工事が進んでいるために、キャンパスが狭くなったと感じる方も多
いのではないか。どんな工事が行われているのか、またその工事はいつまで続くのか。今回そうした疑問に答え
るため、担当の大学職員の方への取材を通じて、工事の概要、進捗状況を重要度の高いものを選んでまとめた。

画像=完成イメージ図 (大学施設担当提供)

写真=仮研究棟 (筆者写す) (6/18時点)

画像=完成イメージ図 (大学施設担当提供)



③南部ストリート
　生活科学部棟の耐震工事とセットで、南部スト
リートの整備も行われてきた。南部ストリートと
はJR杉本町駅東口から生活科学部棟に沿って東に
伸びる通路のことで、去年より工事が行われてき
た。通路の名前はノーベル物理学賞を受賞された
本学特別栄誉教授の南部陽一郎氏に由来する。
今月6月末には工事が終わり、29日に開通セレモ
ニーが開かられるそうで、7月からは使えるように
なるという。

我慢はいつまで続くか？
　旧教養地区2号館裏に仮研究等と人工光合成研
究所の工事が集中しているが、このあたりには
クラブ・サークルのBOXも多く集積しているた
めに、BOXへ行く学生にとって交通の便が悪く
なっている。人口光合成研究施設の工事に当
たっては、その脇の道路までも囲いで囲ってし
まったために、学生はもとあった道路脇の整備
されていない砂の道を歩くことになる。こうし
たことから、自転車で通る際に車輪が砂にとら
れて転んでしまったり、また車イスの学生からは
道が凸凹な上、急な落差もあって通行の際に不
便を感じると言った声も聞かれる。こうした状
況は人口光合成研究施設が完成する来年3月末ま
で続きそうだ。
　朗報は今月末までに仮研究棟が完成すること
だろう。仮研究等を囲む囲いは6月末には取り外
され、2号館裏の窮屈さは幾分か緩和されるよう
だ。しかしながら、囲いは外れるものの、工事
が始まる以前に使用が可能であった仮研究棟そ
ばの東口は、依然として工事関係の車両の往来
があるため、学生はそこを通じての出入りはでき
ないという。

向上するアクセス
　工事のためにしばらく我慢を強いられる学生が出
る一方、工事によって構内のアクセスが便利になる
ところもある。上に挙げた南部ストリートがその一
例だが、そのほかにも生活科学部棟と工学部棟が接
するJR阪和線沿いの南北の通りも整備される予定
で、今年中に工事を開始して12月に開通予定だとい
う。

今後の工事予定は？
　そのほかの工事の予定として工学部棟の一部と第
一学生ホール (旧教養地区食堂) の耐震工事が今年
度の夏から予定されている。いずれも今年度末まで
には工事が完了する予定だ。
　偶然が重なったために、現在では建て替えと新設
を含む大掛かり工事が一時に集中して行われている
が、一連の工事が終了後にはしばらくは建て替え等
の工事はないという。

徳永一雄 (Hijicho)
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参考
理系学舎整備事業の概要 (PDF)
http://www.osaka-cu.ac.jp/pr/scope/001/
campus_building.pdf

南部ストリートの概要 (PDF)
http://www.osaka-cu.ac.jp/pr/scope/001/
nanbu_st.pdf

画像=完成イメージ図 (大学施設担当提供)



文化系サークル連合 (文サ連) によるビンゴ大会
　文化週間初日の22日(金)に旧教養地区食堂 (北食
堂) 前のステージでビンゴ大会が行われた。会場に
は多くの参加者が集まり、特賞には1万円以上の
自転車、1等にはハーゲンダッツの商品券といった、
豪華景品も用意されていた。番号を読み上げられる度、
あちこちで歓声が上がり、大いに盛り上がった。

特賞の自転車を当てた番場誠文さん (商・4)
　とにかくびっくりしています。かなり後のほう
で当たったので。普段から格段に運がいいわけで
はないんですが、今日は自販機でアタリが出たの
で特別に運がいい日なんだと思います。頂いた自
転車は学内で使う予定ですが、最近新しく自転車
を買ったばっかりなんですよね (笑)。今までも音
サ連の委員長をやっていたりしたので、こういっ
たイベントにはよく参加していました。イベント
に参加するのは楽しいのでこれからも参加してい
きたいと思います。

文化系サークル連合委員長　山口 純平さん (法・3)
　集まった人数も比較的多くて、盛り上がってとて
もよかったと思います。文化週間をアピールすると
いう本来の目的も達成され、参加者も楽しんでくれ
たのでよかったです。すこし宣伝不足だった点が
あったので、次はもう少しインターネット等を活用
して、広報をしっかり行って、来年は今年のものよりも
さらに大規模なものにしたいです。音楽系サークル

や体育会系サークルが目立つ一方で、文化系サーク
ルは少し埋もれてしまっている部分があるので、文
化週間のようなイベントを通して文化系サークルに
ももっと注目してほしいです。Twitterで文サ連の公
式アカウントを新しく作ったので、ぜひフォローし
て頂きたいです。

SHK (市大放送研究会) による公開ラジオ
　25日(月)の昼休みに、北食堂前にてラジオ放送を
していたSHKに取材。SHKは毎年文化週間の一環と
して、自分たちがアナウンスを務め、音楽を紹介す
るという公開生ラジオを放送している。

部員の藤原 達矢さん (文・2)
　文化週間ではラジオを流しています。喋る内容は、
事前に準備する事もありますが、その場で考える事
もあります。普段は何か行事がある度に機材を出して、
アナウンスや音響をお手伝いする事を活動としてい
るのですが、公開ラジオはそういった活動よりも自由
で、よりサークル活動っぽく感じます。文化系の一つの
団体として、文化週間という企画に力を貸せたらい
いなと思っています。

美術部青桃会によるライブアート
　26日(火)の昼休みに北食堂前で美術部青桃会が
ライブアートを行った。音楽に合わせて次々に絵を
完成させていき、観客も手拍子でライブアートを盛
り上げた。

部員の澤田 謙一さん (法・3)
　青桃会は毎年文化週間でライブアートを行ってい
ます。他にもふたば祭や銀杏祭、ボート祭、外部で
もライブアートを行いますが、ライブアートを行う
機会は少ないので、こういうイベントで機会が増え
ることはいいことだと思います。新入生にとっては
初めてのライブアートとなります。これを機により
精力的に活動していきたいです。ライブアートは練
習や準備に時間がかかるのですが、実際に行うのは
一瞬ですので、その一瞬を大切にして観客の方々に
楽しんでもらいたいです。
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文 化 週 間
創 造 力 の 結 晶
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様々な文化系団体が独自のイベントを企画した文化週間。みなさんはいずれかの企画を見に行かれただろうか。
参加型のイベントもあれば、展覧会や傍聴形式の企画もあり、様々な楽しみ方ができたことと思う。その中
のいくつかを紹介したい。

写真＝特賞を当てた番場さん (新舎写す)

文化系サークル連合公式アカウント：@ocubunsa



落語研究会による演目
　27日(水)の昼休みに北食堂2階のオアシスにて、
落語研究会が演目を披露した。演目の最中、思わ
ず声を上げて笑ってしまう場面もあり、演目終了時
には会場が拍手に包まれた。

OGの合田 美穂さん (文・4)
　文化週間では、部員の希望で演目を決めます。今
回は落語と漫才と大喜利をやりました。文化週間で
の演目は入部してすぐの舞台となるので、新入生の
顔見せという位置づけで取り組んでいます。入部間
もない新入生に落語は難しいんですが、釈尊亭虎鉄
君 (芸名) は落語志望ということで見事にやってくれ
ました。今回新入生はとてもよくできていたと思い
ます。それと、応援団さんがたくさん来てくれたの
で、いつもより客席が賑やかで良かったです。落語
研究会の活動は、この文化週間やふたば祭、銀杏祭
で行う演目の他に、学外からの依頼で落語の舞台を
やることもあります。学内で演目をする機会は少な
いので、これを機会に市大生がもっと落語を好きに
なってくれればいいなと思います。

茶道部利休会による茶道体験会
　27日(水)午後、茶道部部室にて和やかな雰囲気の
中、茶道部利休会によるお茶会が行われた。ただ単に
お茶会に参加するだけでなく、実際にお茶を点 (た) て
る体験など、普段ではできないような貴重な体験がで
きた。

茶道部部長　井上 裕貴さん (文・3)
　ここ数年、文化週間では同じような形で行ってい
ますが、参加者にお茶を点ててもらう体験を行うこと
は珍しいです。毎年、この企画に訪れるのは部員の知
人やサークルつながりの人が多いですね。普段の活動
としては、外部から先生を招いての活動が週1回、部
員のみの活動が週1回の合わせて週2回活動していま
す。また年に一度秋にお茶会を行っています。作法に
関してですが、一通りの形を身につけるだけでも最低
一年は掛かります。茶道はとても奥が深く、卒業まで
かかっても作法をマスターすることは難しいので、一
生をかけて大成させていくものだと思っています。日
本人として、日本の文化にふれることができるといっ
たこと以外にも、作法を身につけることで自分自身も
成長できることが茶道の魅力ですね。あと、お茶会の
和やかな雰囲気や四季折々の季節感、お茶を点てると
きの緊張感、精神統一感も魅力的だと思います。

町田和紀 (Hijicho)
谷口さくら (Hijicho)
新舎洸司 (Hijicho)
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写真＝ライブアートの様子 (新舎写す)

写真＝落語研究会による落語 (新舎写す)

写真＝茶道の様子 (町田写す)

From editor
　今回、取材という名目で様々な企画を覗かせ
て頂いたが、文化週間というイベントを私ほど
満喫した者は他にいないのではないだろうか。
ビンゴ大会で花火 (2等) をもらい、ライブアート
や落語を楽しんだ。どの企画をとっても、普段
の活動に裏打ちされた質の高さが見受けられ、
取材をしながらも純粋に楽しむことができた。
これからもより磨きを掛けて活動に取り組んで
いってもらいたい。次に企画が沸き起こるのは
銀杏祭。まだまだ先の話だが、今からひっそり
と楽しみにしておきたい。 (新舎)



実行委員の声
府大戦実行委員長の真部壮生さん (府大・3回生) のお話
　去年も接戦だったし、どうなるか分からないです。
毎年ですが、体育会にとって初めての大きな仕事
なので、最も失敗の多い行事でもあり、新体制を
考える大事な時期でもあります。(盛り上げる為に) 
特に気を付けているのは、開会式に全員参加する
ように呼びかけることです。3年前から開会式に
ジャズダンスの公演を取り入れました。この機会
に多くの学生に見ていただきたいです。将来、
府大と市大が統合してしまうと、この行事がなく
なってしまうかもしれないのが怖いですね。

大阪市立大学体育会系サークル連合幹事長、府大
戦実行副委員長の木野哲哉さん (工・3) のお話
　市大にとって距離的に近く、大阪の同じ公立大学
なので、勝ち負けだけでなく、交流を深める対抗戦
は大事な行事だと思います。クラブ同士のレベル
にそこまでの差はないと思うので、お互いに切磋
琢磨しあって頂きたいです。今年こそ総合優勝し
たいです。

大会結果

※合気道部は合同練習。
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打倒！宿敵府大！ 
第37回大阪市立大学・大阪府立大学総合競技大会
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今年で37回目を迎える、大阪市立大学・大阪府立大学総合競技大会 (府大戦) が、6月9日(土)・10日(日)に
開催された。昨年は12勝14敗の僅差で敗れ、合計14勝20敗 (1分け1中止) で6つの負け越し。加えて5年連
続で負けを喫しているという。府大の6連勝を阻止できるか。果たして今年の結果は－。

写真＝開会式の様子 (筆者写す)

通算優勝回数
37戦中 市大14勝　府大21勝　(1分け1中止)

18戦6勝12敗により、総合優勝は府大。



戦い終わって
競技終了後、準硬式野球部、日本拳法部、合気道部
にお話を伺った。

準硬式野球部＝1-5で黒星
　府大戦は数少ない公式戦であり、春リーグと秋
リーグの間にあるので、一つのキーポイントと捉え
ています。今回見えた課題は、投手が試合を作ると
いうことと、打者がちゃんとチャンスを活かすこと
ですね。応援団に応援してもらったのに、勝てな
かったのがとても悔しいです。次は6月22日に三商大戦
があるので、それに向けて修正していきたいです。
昨年と異なり、ずば抜けた強打者がいないので、守備
から流れを作っていく良いチームでありたいし、来年
もそういうチームになってほしいです。

日本拳法部＝3勝2分けで白星
　各校5人ずつが争い、3勝した側の勝利となりま
す。私たち日本拳法部は、全国でも優勝しているの
で、府大戦は抑えておきたいところでした。今回、
5人中2人があえなく引き分けてしまったので、また
指導します。来年は5連勝するように後輩に指導し
たいです。今年は珍しく、ドイツからの留学生が入
部してくれました。1年間だけですが、すごく良い
事だと思います。ドイツに日本の武道が広まるかも
しれないです。

※日本拳法部は全国国公立大学日本拳法選手権大会
男子団体優勝 (11年連続)。

合気道部
　争う競技ではないので試合や大会はありませんが、
他大との合同練習をします。次は三商大での合同練
習ですね。大学ごとに学んでいる技が異なるので、
大変勉強になります。合気道は、実はストリート
ファイトで使えません。熟練の先輩も「もし襲われ
たらまず目突きを繰り出す」と言っていました(笑)。
趣味やスポーツとは一線を引きたいところですが、
それらに近いものはあるかもしれませんね。級や段
を目指して、自分を磨き、突き詰めていく。そこに
面白さがあります。

新舎洸司 (Hijicho)
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From Writer
　今回、取材するとともにゆっくり観戦させて
もらったが、いつのまにか取材を忘れて見入っ
てしまっていた。さすが体育会系の部活だけ
あって、いずれも迫力と礼儀に満ちており、素
直に「格好いい」と感じた。結果は残念ながら
黒星となってしまったが、来年はホームである
市大で争うので、熱も一層入るものと思われる。
来年は、部活に所属していない学生たちにもぜ
ひ見に来てもらいたい。見て応援するだけでと
ても楽しいし、もしかすると市大の逆転総合優
勝が見られるかもしれない。

写真＝日本拳法部の試合の様子 (筆者写す)



旧三商とは
　旧三商大学とは、旧制の大阪商科大学、神戸
商業大学、東京商科大学のことであり、それぞれ
が時を経て、現在の大阪市立大学、神戸大学、一
橋大学となった。その流れを汲み、現在も濃い
交流が続いている。
　三商戦では、大会の成績は点数に換算され、
その合計点数で大学ごとの勝敗を決める。例えば、
ある部活が3大学中1位を取れば、その大学に3
点が与えられ、2位は2点、3位は1点を与えら
れる。昨年は26戦が行われ、神戸大が合計66
点で１位、一橋大が51点で２位、市大は38点
で残念ながら3位に甘んじた。神戸大は昨年優勝
したことで、現在31年連続優勝だという。
　6月22日(金)に開会式が行なわれ、戦いの火
蓋が切って落とされた。そこから様々な部活が
団体ごとに試合を行なう。既に競技を終えた部
活や1日で終わる部活もあれば、年明けに試合
をする部活もあり、毎年閉会式は2月頃に行な
われている。

以下、三商戦を行なう32の団体。

応援団の声
　大阪市立大学応援団 竹本沙奈実さん (法・3)
「この三商戦は、他大学の応援団の方々と交流でき
る貴重な機会です。私たち応援団は、22日の開会式
はもちろん、25日までの計4日間、演舞や演奏など
で他大学との交流を深めます。特に23日に行う演舞
演奏会は、各校が1時間ほど披露し合うので、非常
に勉強になります。お互いに刺激を受け合い、高め
合っていける4日間は、1年を通して見ても濃厚な4
日間だと思います。ステージ上でこの前期の集大成
を披露するつもりなので、皆さんにもぜひ来て頂き
たいです。今年こそ、総合優勝してほしいです。」

新舎洸司 (Hijicho)
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遂 に 開 幕 ！
第52回 三大学体育大会 (三商戦)

2012年6月22日(金)に、三大学体育大会 (三商戦) の開会式が行なわれた。大阪市立大学には、「旧三商大学」
という繋がりで神戸大学と一橋大学との交流があり、昔から学業や部活などで競い合っている。昨年で神戸大
学が31連覇という偉業を成し遂げたが、果たして今年も神戸大学が優勝するのか、それとも―。

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/

From Writer
　地域の異なる3つの大学が一堂に会し、様々な競
技で争い、交流する。それは他大学との交流が乏
しい大阪市立大学にとって本当に貴重な機会だと思
う。旧三商として交流するのは、この大会だけでは
ない。文化系クラブでも交流が盛んな団体はある
し、11月頃には経済学部や法学部のゼミが討論な
どで交流している。折角の貴重な交流の機会なの
で、「我関せず」の態度ではなく、いち大阪市立
大学生として、三商戦に注目してもらいたい。

※応援団と合気道部は合同練習のみなので、合計試合数は30戦。



　学内放送の注意喚起などから既にご存知の方も多
いかもしれないが、2012年5月20日、23日に大阪市
立大学杉本キャンパス付近で路上強盗事件が発生し
た。いずれの事件も、手口は一人歩きの女性を刃物
で脅して、金品を強奪するというものであった。犯
人は年齢50～60歳くらいの男で、自転車を使用し、
帽子・白色マスクを着用しており、警察は同一犯と
見て捜査している。同様の事件が住之江区などでも
発生しており、学生・周辺地域の皆さんには十分に
注意していただきたい。
　被害にあわないためにはどのような対策をとれば良
いのだろうか。住吉警察署への取材から以下のような
アドバイスが得られたので参考にしていただきたい。

心がけること
・普段から「自分だけは大丈夫」と思わない
・夜間、女性の一人歩きはできるだけ避ける
・人通りの多い安全な道を使用する
・後ろから近づいてくる自転車やバイクに注意する

　しかし、それでも実際に強盗と鉢合わせしてしまう
場合も考えられる。そのような場合は、犯人がその場
にいづらくなるように、大声を出したり、防犯ブザー
を鳴らすなどしてすぐに逃げることが望ましい。
　 以上に挙げた対策の中で、最も重要と思われるの
は、「普段から『自分だけは大丈夫』と思わない」
ということだ。

警察提供のサービス
　ここで皆さんに「安まちメール」(http://
www.info.police.pref.osaka.jp)  というもの
を紹介しておこう。これは大阪府警察が提供してい
るサービスで、これに登録することで、「犯罪発
生情報」や「防犯対策情報」のメールがリアルタ
イムで受け取れる。このサービスを使えば普段か
ら防犯情報を意識しながら生活できる。

　ここで挙げたような対策と、安まちメールなど
のサービスを利用し、自分の身は自分で守るとい
う意識を日頃から持っておこう。

橋本啓佑 (Hijicho)
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路上強盗にご用心

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/

参考
「大阪府警察ホームページ　安まちメール」
http://www.info.police.pref.osaka.jp

50年に一度の花　
アオノリュウゼツラン開花へ

50年に一度の花
理学部附属植物園で7月下旬にアオノリュウゼ
ツランが開花
　大阪市立大学理学部附属植物園は5月29日、
「珍しい植物である『アオノリュウゼツラ
ン』がまもなく開花する」と発表した。アオ
ノリュウゼツランは生長に非常に長い年月を
要する。今回、約50年の歳月をかけて成長し
た株が、7月下旬頃に開花するという予測。成
長過程の写真は理学部附属植物園のホーム
ページ (http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/
botan/1_02_info_files/0_02_02_a_rare.html) 
に詳しく掲載されている。見ごろは7月下旬頃
から8月上旬頃とのこと。

※写真は植物園のホームページのものです。植物園の許可
を得て掲載しています。

‒アオノリュウゼツラン
学名：Agave americana
リュウゼツラン科に属する植物。名前の『リュウゼ
ツラン (龍舌蘭) 』の由来は、葉の部分にある長くて
固いトゲが、竜の舌のようであることから。成長に
非常に長い年月を要するため、『世紀の植物 (セン
チュリー・プラント，century plant) 』という別名
もある。開花が近づくにつれて花茎が生長してい
き、最長5メートル程度になる。この植物は開花後に
枯れる一回結実性である。

中野寛之 (Hijicho)



天神祭（てんじんまつり）＋天神祭奉納
花火（てんじんまつりほうのうはなび）
　天神祭は7月24日（火）、25日（水）に開催さ
れ、宵宮（よいみや） (24日) の打ち出しに始ま
り、本宮(25日)の宮入りに終わる神事だ。また、
1000年を越える非常に長い伝統と歴史を誇ってい
る。宵宮では、大阪天満宮の本殿で行われる宵宮
祭 (よいみやさい） ・夏越の祓い、禊祓い (みそぎ
ばらい) の意味があり、また現在では天神祭の始ま
りを告げるとされる 鉾流神事 （ほこながししん
じ） ・天神祭のお触れ太鼓である催太鼓 （もよお
しだいこ) と獅子舞 (ししまい) の氏地巡行 (うじち
じゅんこう) が行われ、本宮では、本宮祭・御神霊
を御鳳輦 (ごほうれん)にお移しする神霊移御 （し
んれいいぎょ）・3000人の奉仕者が御神霊のお供
をし、約3キロの道程を練り歩く陸渡御 (りくと
ぎょ) ・天神祭を「火と水の祭礼」とも呼ばせてい
る船渡御 (ふなとぎょ) ・奉納花火が行われる。な
んといっても一番の注目は奉納花火だ。25日の19
時頃から21時頃までの間に、川崎公園・桜宮公園
の2つの場所から打ち上げられる。多くの人が来場
するので、場所取りも大事である。夜空を彩る
3000発もの美しい花火を観れば、夏の暑さも忘れ
られるだろう。みなさんも勉強の合間に行って楽
しんでみてはいかがだろうか。

開催概要
開催期間
2012年7月24日、25日

開催場所
大阪天満宮（最寄駅は地下鉄谷町線・堺筋線「南
森町駅」、 JR東西線「大阪天満宮駅」）

大川（船渡御・奉納花火） 桜之宮公園、川崎公園
付近（JR桜ノ宮駅西口より桜之宮公園沿いを南へ
徒歩2分）

お問い合わせ
大阪天満宮　06-6353-0025　
大阪天満宮HP  http://www.tenjinsan.com/tjm.html
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大阪の花火・夏祭り！！

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/

夏がやって来ましたね！夏といえば、花火大会・祭り・海水浴等の楽しいイベントが盛りだくさんな季節です
ね。テストを乗り切って夏を楽しみましょう！ということで今回は、大阪の花火大会・夏祭りを少し紹介したい
と思います！

（大阪天満宮のHPより画像提供）



住吉祭 　
　以前Hijichoでも紹介した住吉大社では、数
日に渡って住吉祭が開催される。大阪三大夏祭
りの一つである住吉祭には、大阪中をお祓いす
る「お清め」の意味合いが含まれている。それ
ではお祭りの一連の中身を紹介したいと思う。
まずは、7月16日 (月) に「神輿洗神事（みこ
しあらいしんじ）」という名前の、大阪湾の海
上安全を祈る行事が行われる。そして、7月30
日 (月) には「宵宮祭」、翌日に「例大祭 （れ
いたいさい） 」 が行われる。「例大祭」では
「夏越祓神事 （なごしのはらえしんじ） 」 と
いう行事が17時から行われるが、ここでのお祓
いの方法には少し変わった特徴がある。「住吉
の夏越 (なごし) の祓する人は千年 (ちとせ) の
よはひのぶといふなり」という和歌を口ずさみ
ながら、茅 (かや) の輪をくぐるのだ。これは
一般市民も参加でき、茅の輪は住吉祭の終わる
8月1日 (水) まで鳥居に設置されているので、
ぜひ参拝してお祓いすると良いだろう。住吉祭
の最終日となる8月1日 (水) には、「神輿渡御 
（みこしとぎょ）」という名前の、地元の人た
ちによる神輿担ぎが行われる。このお祭りは四
日に渡るので、忙しい人でも参加しやすいので
はないかと思う。さらに、市大生にとっては、
比較的近い場所で行われる祭なので、気軽に足
を運ぶことが出来る。興味がある方はぜひ参加
しよう！

開催概要 
開催日時
7月海の日、7月30日、31日、8月1日

開催場所
住吉大社（南海本線「住吉大社駅」から東へ徒歩3
分、南海高野線「住吉東駅」から西へ徒歩5分、阪
堺軌道阪堺線 「住吉鳥居前駅」から徒歩すぐ、(路
面電車) 阪堺軌道上町線 「住吉公園駅」から徒歩2
分）

住吉公園　（南海本線「住吉大社」すぐ、阪堺軌道
阪堺線「住吉鳥居前」すぐ 、阪堺軌道上町線「住
吉公園」すぐ）

お問い合わせ
住吉大社社務所　
〒558-0045 大阪市住吉区住吉2丁目9-89　
電話：06-6672-0753　
HP: http://www.sumiyoshitaisha.net/index.html

前田航志 (Hijicho)
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 （住吉大社のHPより画像提供）

From Writer
大阪だけでも他の花火大会・お祭りはたく
さんあるので、いろいろ行ったら楽しいと
思います。テスト勉強の合間に息抜きとし
て行くのもありですね。とにかく、この夏
もそれぞれの楽しみ方はあると思います
が、存分に自分の夏を楽しんでください！ 



オッカムの剃刀とは？
　オッカムの剃刀 (Ockham’s rasor) とは、分か
りやすく言えば「物事をシンプルに捉えよう」と
いう哲学上の思考方法のことで、ある事象を説明
するのにaとbという二つの事柄で足りるのに、さ
らにcという事柄を導入した説明をするのは無駄で
あるとする。つまり、説明に最低限必要でない余
計な存在がある、そうしたものは不必要なものな
のだから切り落とすべきであるという考え方だ。
イギリスの哲学者ウィリアム・オッカム (Willoam 
of Ockham) が、当時、スコラ学という理論に登
場する様々な要素を次々に切り捨てたため、この考
え方はオッカムの剃刀と呼ばれるようになった。

使用例
　「オッカムの剃刀」の具体的な使い方を説明して
いきたい。例えば、雷に関する次のような説明が
あったとする。

　この場合、「神が」という部分が説明に不要で
あるとして切り落としてしまうのが、「オッカム
の剃刀」である。そうすると次のような説明が得
られる。

　ただし、説明に不要な要素として「神」が切り落
とされているだけで、「神が存在しない」というこ
とを意味するものではない。あくまで神の存在、不
在は別の議題となる。

　以上のように「剃刀」という言葉は、説明に不
要な存在を切り落とすことを比喩している。
　ただ、オッカムの剃刀の使用にあたっては、
一見不要に見える要素でも、実は必要とされてい
ることもあり、使用すべきでないことにまで使用
してしまう危険性があるので、必要性は慎重に判断
しなければならない。裏返して言えば、物事を慎
重に見極め必要か不要かを判断する (つまり「オッ
カムの剃刀」を正しく使う) ならば、物事を見極め
る力がつくのではないだろうか。
　この「オッカムの剃刀」、ただ物事をシンプル
に捉えるだけでなく、正しく使えば物事を見極め
る力もつくという優れものである。ぜひ日常生活
で使ってみてはいかがだろうか。

山中仁志 (Hijicho)

Hijicho Webには、「飛辞書」専用ページを設
けています。
URL：http://hijicho.com/?page_id=8283
随時更新していくので、ぜひご覧ください。
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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/

雷は、神が上空と地面の間に電位差を生じさせた
結果、放電されたものである。

雷は、上空と地面の間に電位差が生じた結果、
放電されたものである。

「オッカムの剃刀」

「飛辞書 (ひじしょ) ～文理を越えるその言葉～」は、あなたの学科だけで使われているような特殊な言葉を
取り上げ、分かりやすく説明していくコーナーである。「特定の学問分野だけで使われている言葉が、その分
野を飛び越え、みなさんの知識になる」をコンセプトにしている。今回はその第一回目。「オッカムの剃
刀」という哲学上の思考方法を意味する言葉を取り上げる。



　住吉大社のほとりにお洒落なカフェを見つけた。　　　　　　　　

　　
　店内全体はこじんまりとしていて、穏やかな空気
に包まれる。ここは母と娘の二人三脚で営んでいる
「tomari」というカフェ。娘さんが以前韓国に留学
に行ったとき、(韓国では)ちょうどカフェブームの
始まりだったこともあり、韓国のカフェを日本に取
り入れたいと2年前にこのカフェを開店した。日本
のカフェと韓国のカフェの違いを尋ねたところ、
「日本のカフェは完成されていて、静かな場所という
感じがある。韓国のカフェはもっと自由な空間で、
自分達の時間を過ごしているという雰囲気があっ
た。」と娘さん。なるほど、店内を見渡すと韓国に
関する本が並べてあったり、メニューにも韓国のも
のが取り入れられていれられていたりと、随所でそ
の思いを感じ取ることができる。

 　　　

　メニューはミートチーズトースト (手作りのミート
ソース) や韓国風ホットサンド (野菜オムレツに隠し
味が美味しい韓国定番のサンドイッチ) がおすすめ。
夏にはタコライスやパッピンス (韓国式かき氷でか
き氷の上にパフェが乗ったようなもの)が人気だ。体
にやさしい韓国茶を頼むお客さんも多い。
　tomariではワークショップも開催している。「お
茶や食事をするだけでなく、何かを作ることで交流
を作りたい」と、娘さんは話す。ワークショップの
内容はお店のコンセプトに合ったもの (韓国的なも
のであったり、店内に飾ってあるアクセサリーを制
作している人が主催のワークショップ等) で、これま
で、リースやホットック (韓国のパンケーキのような
もの) 等のワークショップが行われた。
　最後に住吉という地域について、「お年寄りが多
く、若者中心のミナミとは違う、下町の雰囲気があ
る。大阪なのに (住吉大社) 駅を降りるとすぐ緑があ
り、ホッとできる場所だと思う。」と笑顔で語って
くれた。
　住吉大社とその周辺の、のんびりとした雰囲気に
マッチして、老若男女問わず誰でも気軽に入れる印
象を受けた。市大から自転車で30分弱である。
ちょっと小旅行の気分で出かけてみてはいかが？

石原奈甫美 (Hijicho)
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c h o っ と カ フ ェ ロ グ 
vol.1 韓国のにおいのするカフェ～tomari～

choっとカフェログは市大生や地域の方々がちょっとぶらっと立ち寄れる喫茶店やバーを掲載していく連載企画である。

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/

韓国風サンドイッチ

パッピンス

tomari　地図



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/

「温故知新 旧市大新聞を訪ねて」は、Hijicho 大阪市立大学新聞が誕生する60年以上前から発行されていた「市大
新聞」の掲載記事をHijichoの手で復活させていくコーナーだ。大阪市大新聞第67・68号の一面に描かれた広大な
キャンパスの姿。それは、杉本から長居までが全てキャンパスだという壮大な大阪市立大学の姿だった。今回は
1955年 (昭和30年) 7月5日発行の大阪市大新聞 第67・68号から「大阪市立大学の理想図」 (原文旧字体「圖」は新
字体「図」に改めた) を取り上げる。

Hijicho 大阪市立大学新聞14 第12号 2012年7月4日
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温故知新
旧市大新聞をたずねてvol.4
「大阪市立大学の理想図」

大阪市立大学の理想図
　まずは以下の画像をご覧いただきたい。新聞の一面に大きな地図が描かれているのがお分かりいただけるだろうか。
これが1955年 (昭和30年) 7月5日発行の大阪市大新聞に掲載された「大阪市立大学の理想図」だ。なお、Hijicho Web 
(http://hijicho.com/?p=7405) でより鮮明な画像を見ることができるのでぜひアクセスしていただきたい。
　図の左側に縦に走っている線が阪和線で、上から長居駅、我孫子町駅、杉本町駅だ。この図の全体が、「大阪市立大
学の理想図」として設計された杉本キャンパスである。学舎や競技場など様々な建物によって、広大なキャンパスが構
成されている。



設計者のことば
　これを設計した第一の動機は、我々が一緒に勉強
し、話し合う校舎がなかったためだ。そしていった
ん設計するならば、自分の抱いている大きな夢をえ
がいてみようと思ったわけで、このうち半分でも実
現することを願っている。また、大学のあり方とい
うものに疑問を抱き、それについて考えたことのま
とめとして設計した。つまりこれによって自分の
持っている大学のあり方についての主張を強く表明
したのである。自分としては大学は職業教育の場で
あるだけでなく、社会との交流の場であるとも考え
ている。  (上田稔 理工学部建築計画コース卒 大阪市
建設局勤務)

歴史的背景
　この理想図が設計された背景には、当時の大阪市
立大学の事情が色濃く反映されていると考えられる。
「我々が一緒に勉強し、話し合う校舎がなかった」と
いう言葉は、今の市大生にはピンと来ないだろう。
　大阪市立大学が発足した1949年 (昭和24年) 当
初、各学部の学舎は市内の各所に分散していた。
このような状況になっていたのは、1945年 (昭和20
年) 10月7日から、米軍によって杉本町校舎が接収
されいてたからだ。このような状況に対して、全学
をあげて杉本町校舎返還運動が展開された。しか
し、1950年 (昭和25年) 6月に朝鮮戦争が勃発し、
校舎は軍事病院に転用され、傷病兵の収容、米兵の
遺体の中継地となったので、ますます返還は厳しく
なった。それでも陳述書を提出し続け返還を訴え、
1952年 (昭和27年) 8月11日に一部区域が返還され
た。1953年 (昭和28年) 7月には、朝鮮戦争休戦協
定が締結されたことから、全面返還に期待が集まっ
たが、返還要求に対して米軍からは拒否の回答がな
された。
　そこで本学は、「杉本町校舎全面返還促進実行委
員会」を結成し、返還運動を一層全学的に盛り上げ
るとともに、在日米軍、米大使館、日本政府関係各
機関、国会、大阪市当局、大阪市会、同窓会、新
聞・通信・放送関係機関等各方面への積極的な働き
かけを行った。また、中之島中央公会堂において、
学生による杉本町校舎全面返還全学決起大会もひら
かれた。そして、このような全学を挙げた働きかけ
の結果、くしくも大阪市大新聞 第67・68号の発行
日と同じ1955年 (昭和30年) ７月５日に全面返還が
確定し、同年9月10日に返還式が行われた。

　大阪市立大学 杉本キャンパスが学生・教職員の手
に渡るまでには数々の困難があったのだ。「大阪市
立大学の理想図」は、そのような事情を反映した結
果であると考えられる。市大新聞に掲載された一枚
の理想図、それはただの絵空事などではなく、歴史
的な重みのある理想と言えるのではないだろうか。

鶴木貴詩 (Hijicho)
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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/

from editter
　壮大な大阪市立大学の理想図、その背景には
キャンパスが米軍に接収され、各学部の学舎が分
散し市大生の交流ができないという複雑な事情が
絡んでいた。私たちが学生生活を送っている杉本
キャンパスは、返還運動の末に再び手にした努力
の賜物と言えよう。
　理想というものは、その時々の事情が反映され
るものだ。大阪市立大学は、第二期中期計画で
「グローバル人材の育成」などの目標を掲げてい
る。このように大学当局には大学当局の理想とす
る大学像がある。では、学生のみなさんは、どの
ような市大を理想とするだろうか？はたして今の
市大は理想的な大学なのか、それぞれの「大阪市
立大学の理想図」を思い描いてみてはいかがだろ
うか。

参考
大阪市立大学125年史編集委員会『大阪市立
大学の125年 -1880~2005- 』大阪市立大学 
(2007年)

大阪市立大学大学史資料室
　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。今回の大阪市大新聞 第67・68
号も実物大で閲覧が可能だ。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)。

所在場所：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



　HUBchariとは、Homedoorが企画・実施している
事業で、ポートと呼ばれる自転車の貸し出し拠点を
大阪市内にいくつか設け、これらのどこででも自転
車を借り、また返すことができるコミュニティサイ
クルシステムのことである。一般のコミュニティサ
イクル事業と違って、自転車管理や修理業務をホー
ムレスや生活保護受給者に担ってもらうことで、雇
用の場を創出するとともに、自転車の共有、有効活
用を図ることで、将来的には放置自転車の減少も狙
いとしていることがHUBchariの大きな特徴だ。
　この協定書の締結により、住吉区役所がポートと
なる場所の確保や本事業への参加を希望する生活保
護受給者等の紹介、広報を行うことになる。
HUBchariはホテル等の協力を得てポートを設ける
などして民間店舗への導入実績はあるものの、行政
との協働はこの住吉区が初となる。

相乗効果に期待
　調印式の中で高橋区長は、「HUBchari事業に参
加することを通じて、生活保護を受けられている方
がどんどん自信を持って社会に参画する気持ち、
やりがい、そういったものを高めていって、そして
就職されていく、自立されていくというのを、目指
していきたい。そしてもうひとつ。実は地下鉄あび
こ駅周辺には放置自転車が結構多いもんですから、
このレンタサイクルを活用することで放置自転車を
減らしたい」と、区としてHUBchari事業に参加す
ることによる、生活保護受給者の自立支援並びに放
置自転車の軽減への想いを語った。
　また「住吉区は今はまだまだ東西の交通の悪
いところですが、ゆくゆくは東西の交通を補完
して、例えば住吉大社に来られたお客さんが
HUBchariで自転車を借りて、あびこ観音に向
かわれる、そういった観光のときのプラスにも
していきたい。」と、HUBchariによる観光業
への波及効果に対しても期待を示した。

きっかけは“わいおしゃ”
　川口さんとの出会いについて、高橋区長は「わい
わいおしゃべりラウンドテーブル (通称：わいお
しゃ) というものを月に一度定期的に開いているの
ですが、去年の7月にそこへ川口さんが参加してく
れたのが最初のきっかけですね。」と話す。

　「わいおしゃ」とは市大生を含め、住吉に関わり
のある人々や住吉区役所の職員などが集まり、文字
通り「わいわいおしゃべり」するイベントで、これ
までにも長居バルの開催や「住吉のうた」の製作な
ど様々な企画を生んでいる。Hijichoもプロバスケッ
トボールチーム大阪エヴェッサとのコラボや、住吉
区にまつわる地誌「すみよし探歩」もここを通じた
つながりによって実現した。

住吉区を皮切りに大阪市全区へ
　川口さんは行政と協働を進めるに当たって、住吉
区を最初に選んだ理由について「私自身が通う大阪
市立大学が住吉区に位置していることから、自分に
とって1番身近な所からHUBchariを設置したいと思
いました。それに加えて高橋区長が柔軟な考えの持
ち主で、積極的に新しいことに取り組む方であった
ことも、こうして協定書を締結するに至った要因な
のだと思います。」と話す。
　HUBchariの行政とのタッグはこれが初めてとなるが、
川口さんは住吉区との協働を皮切りに「今後は住吉
区をロールモデルにして、他の区にも広がって大阪
市全区でHUBchariを実施できるようにしていきたい
です。」と他地域への進出にも意欲を見せた。

徳永一雄 (Hijicho)
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HUBchariと行政がタッグ　
住吉区に導入へ

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/

NPO法人Homedoorと大阪市住吉区が平成24年6月8日(金)、住吉区役所において、「HUBchari 
(http://hijicho.com/?p=2417) 」事業の協働実施に向け、基本協定書を締結した。NPO法人
Homedoorからは同法人の理事長を務める、大阪市立大学経済学部4回生の川口加奈さんが、住吉区
役所からは高橋英樹区長が協定書の調印式に臨んだ。

̶Homedoorからの告知̶
　HUBchariを住吉区で導入するにあたり、
大阪市立大学生の運営メンバーを募集してい
ます。住吉区と協働で今年8月から来年3月ま
で、HUBchari実証実験を行います。市立大
学のある住吉区で、普段関わりを持つことが
少ない行政と一緒にプロジェクトを行う機会
を提供します。この機会を逃すと一生出来な
い経験を、この夏、体験してみませんか。詳
細はこちら (http://www.homedoor0.com/
join-us/staff/) 



　前回までの川口加奈物語 (http://hijicho.com/
p7005)
　14歳でホームレス問題に出会った川口加奈は、
ホームレスに対する襲撃事件を防止しようと、講演
活動や新聞の発行、100人規模のフィールドワーク
合宿など活動を展開し始める。しかし、友達や先生、
両親からは活動への理解が中々得られず、苦しみな
がらも懸命にホームレスのおっちゃんたちと向き合
いながら、少しずつ活動を推進して行った。その結果、
高校2年生のときに、全国3,000人のボランティア
リーダーの中から、米国ボランティア親善大使に選
ばれたのだった。

ワシントンD.C.での国際会議
　親善大使に選ばれて半年後、各国から選ばれた親
善大使総勢100名があつまる国際会議に参加した。
うまれて初めての国際会議。日本からの親善大使2
人に対し、2人のスタッフと2人の通訳も同行し、宿
泊先はサービスの行き届いた一流ホテルであった。　　
　豪華すぎる1週間を異国の地、ワシントンD.C.
で過ごした。私にはもったいないと幾度となく
思ったが、もう二度とないチャンスだと思えば思
うほど、今までのシャイな自分を捨てて、積極的
に他親善大使と交流する気持ちが湧いてきた。

　国際会議では、毎日のように船上でのダンスパー
ティーや活動報告会が行われ、私は日本のホームレ
ス問題を伝えるべく、自作の紙芝居を用いて発表し
た。また、アメリカでのボランティア活動にも参加
して来た。海外の受賞者の活動は、募金額や活動に
巻き込む企業数や活動の奇抜さなど、日本と比較し
てみるとスケールが違った。しかし、誰かを助けた
いという気持ち、役に立ちたいという気持ち、誰か
が幸せになれるようにと願う気持ち、そんな活動の
根幹となる気持ちは共通していることに気づいた。
特に、アメリカの受賞者は何もないゼロの状態か
ら、たった一人ででも活動を創り上げていて、非常
に刺激を受けた。そんな経験から、いつの間にか
「私はここまでしかできない」と自分の中で限界を
作っていたことに気づいたのだった。

問題を本当に解決するということ
　濃密な1週間を終え、帰国の飛行機の中で改めて
自分の活動を振り返ってみた。「まだまだできてい
ない。」そんな悔しさしか残らなかった。というの
は、今、自分の行っているホームレスの人への偏見
をなくす活動や炊き出しの活動はどんなに精を出し
ても、結果的にふがいない思いすることが多かった
からだ。
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◇ 寄稿連載 ◇ 
自転車で紡ぐ、川口加奈物語 (第4回) 
～市大入学と5つの団体～

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/

写真＝各国の親善大使の集合写真

写真＝アメリカでの活動



　今でも忘れられないことのひとつに、夜回り活動
での出来事が挙げられる。夜におっちゃんたちにお
にぎりを配り安否を確認するのだが、私の声かけに
全く反応しないおっちゃんが何人かいた。熟睡して
いるのかと思ったけれど、違った。凍死や餓死で亡
くなっていたのだ。目の前で命のともし火が消えて
いく歯痒さは、何度経験しても慣れるものではな
かった。おっちゃんたちのために、本田良寛先生
(※)みたいな医師になりたいと思い始めた。

※本田良寛 (1925－1985) …昭和時代後期の医師。
大正14年2月27日生まれ。開業医をつぎ、昭和38年
から大阪市西成区のあいりん地区 (釜ケ崎) で医療
活動にあたる。45年発足の大阪社会医療センター
付属病院長となる。「釜ケ崎の良寛 (りょうかん) 
さん」として知られた。55年吉川英治文化賞。昭和
60年7月1日死去。60歳。大阪出身。大阪市立医専 
(現大阪市立大) 卒。

　しかし、私の心は素直にその気持ちを受け入れ
られなかった。たとえ医師になり何人もの患者を
みても、日本の構造は変わらない。個人ではどう
しようもできずにホームレス状態になり、路上生
活の厳しさから病気になっていく人たちの数を変
えることは出来ない。目の前の問題解決の一助に
なることはできても、根本はそのままである。
それでいいのだろうか。そんな17歳の少女の揺ら
ぐ思いを乗せて、飛行機は日本へと着陸した。

高校生国際ボランティア団体WITH
　帰国後は、講演に呼んで下さる中学高校がさら
に増えた。将来どうすればいいのかという葛藤を
抱えながら、受験勉強と平行して活動を続けてい
た。そんな時、高3の12月に講演を聴きに来た高校
生が、「先月オレらで立ち上げたボランティア団
体・WITHに是非入ってほしい」というので、見学
しにいった。すると、SNSを通じて高校の垣根を
超えたメンバーで構成されていたが、ボランティア
に強く関心を抱いている人とそうでない人に二分
されていたように見えた。また代表は、「高校生
がNPO法人を立ち上げれば新聞に載れるから、
WITHをNPO法人にしよう！」なんてことを活動
を始めていないにも関わらず言い始める状態だっ
た。その子たちにホームレス問題についてどう
思っているのか聞いてみた。
　耳を塞ぎたくなるような冷たい応えが返ってき
た。「高校の枠を超えてボランティアをしよう」
と集まってきた人たちがホームレス問題を邪見にし

ていることが私はあまりにもショックだった。どん
な社会問題もぞんざいに扱っていいはずがない。そ
う思った私は、中学高校と活動を共にして来た後輩
の松本浩美をWITHに招き入れ、団体改革を行っ
た。最初は理解を示してくれなかったメンバーも次
第に、「どうしてホームレス問題は起きるの？」と
質問をしてくれるようになった。私が伝えたいこと
が少しずつ周りに伝播していくのを感じた。気がつ
けば、大阪中から熱い志を持った高校生の仲間が集
まってきていた。

　そうこうする内に、受験勉強よりWITHでの活動
の比重が私の中で大きくなっていた。志望する医
学部が合格圏外に近づくほど成績は下がり始めて
いた。しかし、それを気にも留めずに、センター
試験の真っ最中もWITHの仲間たちと活動を続けた
のには理由があった。社会問題解決のため遊びや
部活をそっちのけで尽力するメンバーの姿に、心
を動かされたのだ。そんな熱い仲間たちを見てい
ると、もっともっと、ホームレス問題について私
も活動できるんじゃないかと思い始めて来たの
だった。
　今、社会から求められていることは「ホームレ
ス状態そのものを生み出さない日本の構造にす
る」ことだ。ホームレス状態を単によくする対処
療法的な活動ではなく、根本的に問題を解決する
活動が、私にもできるのではないか。炊き出しや
夜回りを通して感じていた心の「もやもや」が、
そのとき初めて言語化された。当時根拠はなかっ
たけれど、なぜだか、その持論に確信にも似た自
信を持つようになった。
しかし、その構造を実現するには今の自分の知識
や経験では、そして医学部に6年間行った所で、何
もできないことに気づいた。そこで私は、改めて
ホームレス問題を勉強し直そうと、日本で最初に
ホームレス問題を研究し始めた大阪市立大学への
進学を決意した。
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写真＝WITH集合写真　
設立から4年経った現在も引き継がれている



大阪市立大学入学！
　勉強は元々大好きだったこともあり、大学には無
事入学できた。華やかな大学生活は目の前で待って
いた。浮つく周囲をよそ目に、私には腹に決めたこ
とが1つあった。それは戦略的に大学生活を過ごす
ということだった。そこで私はまず、学年毎に自分
の成長を段階的にイメージして目標を立てた。

1回生：あらゆる機会に飛び込み、視野を広げる
2回生：1つに集中して、国内でなにか活動を始めて
　　　  失敗しまくる
3回生：国内での活動を発展させる
4回生：海外に進出する

　また、大学入学後は正直、高校時代のようにずっ
とホームレス問題に関わるという発想は持たないよ
うにしていた。ホームレス問題解決の活動の行き詰
まりから、少し色々な経験をしたり新たな知識を
持ってから、活動した方がいいんじゃないかと感じ
ていた。特に、大学1年は視野を広げ、本当にホー
ムレス問題解決をライフワークにするかどうか考え
直してもいいんじゃないかと感じていた。なので当
初は、大学卒業後は就職する気満々だった。

5つの団体、国内最大級のビジコン、国際
会議、インターンに参加して
　大学入学後、私は身を粉にしてあらゆる機会に
飛び込み、大学の授業も懸命に受けた。書いてみ
るとハードそうだが高校生時代の経験があったた
め、実際そこまで苦しいものではなかった。私は
当時気になった5つの団体に所属した。
　特に、世界最大級の学生NPO法人であった
AIESEC (アイセック) は、最も時間を割くほど刺激
的なものだった。日本では24大学、1,000人以上の
メンバーが所属する海外インターンの運営をしてい
る団体だ。他にも、日本最大級のビジネスプラン
コンペであるKINGに参加したり、アイセックが行
う年4回の200人規模の国内会議や台湾で行われた
国際会議、ワークスアプリケーションズというIT系の
インターンシップにも参加し、1年の春には内定を
もらった。

　しかし次第に、それらのうちどれも自分に求めら
れている場ではないんじゃないかと、違和感を覚え
始めた。なぜなら、私の存在があろうがなかろうが、
各々の問題は解決に向かっていたからだ。特に、発
展途上国で暮らす貧しい純真無垢な子ども達を「助
けたい」「なんとかしたい」と思う人は十分とは言
えないまでも、増えていた。一方で、国内で、自分
たちのすぐそばで、「仕事がないのは自業自得」
「社会のゴミ」だと襲撃され、明日への希望を持て
ないおっちゃんたちがいる。誤解を恐れずに言え
ば、目の前で苦しんでいる人を無下にして遠くの人
を支援することが、国際的な活動に1年間関わって
来ても、腑に落ちなかったのだ。
やっぱり私はホームレス問題を解決するために生ま
れて来たんじゃないか、一種のカンチガイを抱き始
めた。1年前に考えた「ホームレスを生み出さない
構造」という言葉が脳裏を掠めた。

川口加奈さん (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。

写真＝国際会議での様子



平凡な市大生が1年留学したら英語はどこ
まで伸びる？
　おそらく幼少の頃から質の高い英語教育を受けて
きたり、帰国子女だったりする市大生はほとんど
いないと思います。僕のように中学になってはじめ
て英語に触れ、日本式の受験英語をひたすら勉強
してきた人がほとんどだと思います。そのような
市大生が1年留学したらどのレベルまで英語力が
伸ばせるものなのでしょう？
　結論としては、「ブロークン(※)でもなんとか意
思疎通できるレベル」だと思います。その理由に
ついて僕なりの考えを書いていきます。

※ブロークン…外国語などで文法がでたらめなこと

「１年も留学したら英語ペラペラなるん
ちゃうん？」
　僕が出発前によく言われたことです。たしかに
留学すれば英語の上達は見込めます。しかしながら
留学3ヶ月目を迎えた僕の考えでは、たった1年の
留学でネイティブ並みに英語を話せるようになる
のはまず不可能だと思います。最大の理由は日本
の英語教育。私たちは中高と6年間英語を勉強して
きましたが、これらは読み・書きに焦点を置いた
暗記中心の英語。留学に来て受験で培った英語力
に感謝することもありますが、「英語で話す」こと
に関しては日本の英語教育はまったく機能しませ
ん。日本で生まれ育ち、市大に入れる程度まで
受験英語を勉強した人間が、20代になって1年留学
したとしてもネイティブ並に話すことはまず無理
でしょう。
　かといって絶望することもないかなと思って
います。たとえ日本訛りのブロークンな英語で
も障害はありますが意思疎通は可能。僕の今後
の目標は、今のブロークン・イングリッシュに
磨きをかけて実際の商談などで使えるいわゆる
「ビジネスレベル」にもっていくこと。ブロー
クンであっても外国人にとってよりわかりやす
く、実践的な英語を身につけることがこの1年
間の留学における英語の面での目標です。

グローバルよりグローカル
　グローバル化に伴い官界、財界をあげて「グロー
バル人材の育成」が叫ばれています。市大も例外で
はなく第二期中期計画に「グローバル人材の育成」
の文字が記載されています。果たして市大はグロー
バル人材を輩出することができるのでしょうか？
　結論からいえば少し厳しいのではないかなと思
います。
　理由はお粗末な市大の留学制度、受験勉強の延長
のような市大の英語教育などが挙げられますが、
最大の理由は前述したように市大生の英語学習歴。
世界に目を向ければ、幼少の頃よりグローバル人材
となるべく英才教育を受け、欧米の名門大学に進学
して切瑳琢磨し、2カ国語あるいは3カ国語を使い
こなす、真の「グローバル人材」がたくさんいま
す。そういうエリートと比べると市大生は雑草魂を
もった非エリート、同じ土俵で勝負して敵うわけが
ない。スタートラインが決定的に違うのですから、
今さら「グローバル人材」を目指そうなんて目標設
定の誤りも甚だしい。
　ですからグローバル化の進展に伴って市大が目指す
べきは「グローバル人材の輩出」ではなく「グローカ
ル人材の輩出」だと思います。グローバル人材が流暢
な英語を使いこなし、世界中どこでも通用する人材
だとすれば、グローカル人材はブロークンな英語を使
いこなし、軸足を母国または地方 (ローカル) に置き
つつ世界 (グローバル) を相手に勝負する人材。現実
的に世界と競争していくことを考えるなら、市大はそ
ういう雑草魂たくましいグローカル人材の輩出に舵を
切っていくべきでしょう。

 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4回) 

～市大はほんまにグローバル人材を輩出できんのか？～
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。


