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「大阪都大学」 16年開講へ                 ▶05面
住吉区でHUBchariオープン　　           ▶12面
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温故知新「市大の表情・理工学部の巻  」  　▶06面
連載「ブラック企業によろしく」　　　 ▶08面
連載「川口加奈物語」                         ▶12面
連載「ワシントン大学留学記」　　　　 ▶12面　
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その他　 
長居バル       10月6日開催                ▶10面
あさかで祭り 10月7日開催                ▶12面
法学会学術講演「自殺を防ぐには」    ▶12面
第62回 銀杏祭   11月1日～4日　　　　　　 ▶12面
チャリティー絵本『奇跡の木』                 ▶12面
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原動力は「好きだから」
―大学生活では何に力を入れましたか？
　研究と「にゃんちゅう」ですね。研究と言っても、
まだ理論の基礎を勉強している段階ですけど。
高校生の時から数学と物理が好きで、物理学を専
攻して大学院に行きたいとその頃から思っていま
した。でも何を血迷ったのか、物理学科ではなく、
物質化学科に入学しちゃったんですよね(笑)。
そこでは物理と化学を勉強するんですけど、嫌い
な化学が更に嫌いになっちゃって…(泣)。
　大学院に進む時にはちゃんと物理学専門の研究室
に進学しました。簡単に言えば電子相関や量子に
ついての勉強をしています。まだまだ分からない
ことだらけで、面白くない時もあるけれど、計算
するのは大好きだし、「楽しい」と思える時も
同じくらいにはあります。院に進んだのも、
「ただ好きだから」という本当に単純な理由なんで
す。院で特に研究したい事があったわけでもなく、
これから先、研究者になるつもりもありません。

―なるほど。では、「にゃんちゅう」について教え
て下さい。
　「にゃんちゅう」は、2010年の6月に同じ物質化
学科の友人、かなえにゃんちゅう (森山佳苗。以
下、かなえ) と2人で結成したアイドルユニットで
す。かなえはもう就職して社会人として働いている
けれど、その一方で「にゃんちゅう」としても活動
しています。練習する時間は減りましたが、まだまだ
健在です。
　実は、元々私はアイドルにはあまり興味がなかっ
たんですよ。でもかなえが大のアイドル好きで、
その影響を受けて私も好きになりました。そのアイド
ル好きが高じて、「自分らでもやってみよう」という
想いになり、「にゃんちゅう」が生まれました。

由来は「キモかっこいい」
―名前の由来は？
　「にゃんちゅう」の名前の由来ですが、NHKの
キャラクター「にゃんちゅう」から取りました。
(にゃんちゅう：NHK教育テレビに登場する猫と鼠
をモチーフにした人形のキャラクター)
　そもそも私達のコンセプトは「キモかっこいい」
なんです。あのにゃんちゅうは声がすっごいキモい
けど、それを恥じることなく全国放送で堂々と立ち
ふるまっている姿が、キモいのにかっこいいなって
思うんです。
　私達もキモいけど、それを前面に出すことで見て
くれた人が楽しい気持ちになってくれたらいいし、
みんなにキモいことは恥ずかしい事じゃないんだよ
と伝えたいです。何より、素の自分を外に出す事が
とても気持ちいいし、楽しいんです。
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おもろい学生おりまっせ！
第1回 ～あわねにゃんちゅう～

「おもろい学生おりまっせ！」は、大阪市立大学で活動している個性溢れる大学生を取り上げ、紹介してい
くコーナーです。「大阪市大に存在する興味深い学生の素顔に迫り、大学生同士の興味・関心を誘発させる
こと」をコンセプトにしています。記念すべき第1回は、理学部物理学科修士一回の粟根美由紀さんに取材させ
て頂きました。自称アイドルな彼女の素顔に迫ります。

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＝粟根美由紀さん



―実際にキモいと言われた事はありますか？そう思
われなければ、そのメッセージが伝わりにくいので
は…
　…言われたことはないです(笑)。みなさん、きっと
気を遣って言わないだけだと思います！でも確かに
そうですね。自称アイドルってだけでキモいと思うん
ですが、キモくなくならないようにキモい要素を出
そうとはしています(笑)。MCの時の喋り方だとかで。
「にゃんちゅう」としては、可愛いと言われるより
もキモいと言われた方がいいんですよね。普段は恥
ずかしがり屋でもじもじしている二人ですが、
ステージの上ではキモい部分もひっくるめて、
かっこよく強くありたいんです。

「市大 にゃんちゅう」で検索！
―普段はどんな活動をしていますか？
　基本的に練習とライブ、それから動画投稿ですね。
練習と言っても二人ですから、普段は自主練を重ね
て、たまに二人で合わせるくらいです。ライブには2
種類あって、自分たちで行うゲリラライブと、心優しい
第三者からの依頼によるイベントライブです。
　ゲリラライブは、長居公園などの路上でやります。
あまり人が集まらなくて寂しい思いもしましたが
(笑)。実際にあったライブの依頼としては、イベント
に華やかさを取り入れたいという希望や、楽器の演奏
会を子供向けにしたいので、音楽に合わせて踊って欲
しいというものもありました。大抵が知人からの依頼
で、ボランティアみたいなものでした。今のところ、
3か月に1度の頻度でライブをしています。
　たまに行う動画投稿は主にYouTubeです。「市大　
にゃんちゅう」で検索を掛けてもらえると出てきま
す。ぜひ見て下さい。お揃いの衣装が「にゃんちゅ
う」の制服です♪

―アイドル活動を続ける中で、苦労したことはあり
ますか？
　にゃんちゅうは完全に自分たちだけでやっている
ので、モチベーションの維持が大変でした。例え
ば、私が院試の勉強をしている間は全く活動できず、
モチベーションも下がりました。院試後に銀杏祭が
あったこともあり、かなえと励まし合って乗り切り
ました。ライブをもっと頻繁にできれば、その楽し
さからモチベーションを維持しやすいのではないか
と思います。
　それから、ライブの準備、機材のセットや衣装な
どを全部自分たちで準備するのが大変でした。ス
タッフさんが欲しいなぁなどと甘えたことも考えて
いました(笑)

目指すは市大アイドルグループの立ち上げ
―目標があれば教えて下さい。
　市大に私達以外のアイドルグループを作る事です！
具体的な目標としては、2013年の3月までに５人程
増やしてグループを発足させたいです。週１でMTG
をして、みんなで練習もして、撮影した動画をネット
に投稿したりして。ライブは２カ月に１度やりたい
です。その為に現在メンバーを募集中なんです。アイ
ドル志望の人の条件として、女性であること、人前
で楽しむのが好き、市大を盛り上げたい、そんな人
を募集しています。もちろん、支えてくれるスタッフ
の方も募集していますよ♪
　興味を持ってくれる人がいれば、
ichidai.idol@gmail.com まで連絡して欲しいです！
活動当初はメンバーを増やそうという気持ちはあり
ませんでした。自分たちが楽しいからやる、それだ
けでしたから。でも、かなえがもうすぐ卒業すると
いう話をしていた時に「にゃんちゅう」がなくなっ
てしまう事を実感し、残したいなと。ただ、私達は
「にゃんちゅう」を継続させたいわけではなく、市
大でのアイドル活動を続けさせたいんです。
　ステージに立って歌って喋って踊っていると、普
段の自分から抜け出して、はじけられるんです。普
段隠してしまっている自分をさらけ出すことができ
るんです。それがとても楽しくて、気持ち良くて。
それが私の感じるアイドルをやる最大の魅力です
ね。個人的な目標としては、「にゃんちゅう」のよ
うな明るい自分を普段も保ち続ける事です。

アイドルの日常
―よく行くお店はどこですか？
　普段よく行く飲食店は「名彩亭」です。いっぱい
種類があって、おいしいし、量が多いのでよく食べ
る私にはちょうどいいです(笑)。特にチャーハンをよ
く食べますね。
　あと、「竹馬」にもよく行きます。そこのおっ
ちゃんとおばちゃんがなんかいい感じで。おすすめ
はチキン南蛮かな。居酒屋はあんまりこだわりがな
くて、チェーン店によく入ります。大学付近よりも
地元の神戸で飲むことの方が多いですね。「シェ
リー」には「アイスの日」によく行きます。バニラ
やチョコなどの甘い系を好んで食べます。
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―休日は何をしていますか？
　休日には天王寺や堀江に服を見に行ったり、一
人カラオケしたり、DVDを借りてきたり。最近見
たのは「時をかける少女」。一番好きなのは
「バックトゥザフューチャー」です。何度か見て
やっと理解できるくらいの話の複雑さが好きで、
よく三部作をまとめて見てます。
　テレビはあまり見ないので、周りに比べて知ら
ないことが多くて、たまに情報格差を感じます
(笑)。特に好きなアイドルグループはモー娘。です。
昔のより今の方が好きです。テレビは見ないけど、
好きなものはネットでちゃんとチェックしてます♪

―市大生にメッセージを。
　市大生は全体的に大人しいイメージがあります。
自分の持ってるキモさを前面に出して、もっとかっ
こよく、アクティブになって欲しいです。次は
銀杏祭でライブをします。11月3日と4日に83Kに
て。カフェもするので、ぜひ遊びに来てください。
キモいけどよろしくお願いします（笑)

最後に、粟根さんに３つの質問をしました。

―手元に20万円があったら何に使いますか？
　ライブの為の機材を買います！主に音響機器で、
プレーヤーやスピーカー、マイクなど。それできっ
と20万くらい行くと思います(笑)

―自分が一番大切だと思う感情は？
　難しいですね…。一番増えて欲しいのは「楽し
さ」ですが。…「悔しさ」、ですかね。
　ライブをやっている時は楽しいけれど、終わった
後で悔しい部分はたくさんあるんです。MCの喋り
だとか、踊りだとか、いろんな部分で。もっとこう
できたんじゃないかって。そしてその悔しさをばね
に次の活動をもっと良くしていく。次への活力にな
る悔しさはとても大切だと思います。

―大学生活をやり直すとしたら何をしますか？
　1回生の時からアイドル活動をします。もっと
計画的に動いて、頻繁に活動したいです。支出する
だけでなく、収入も得れるようなシステムを作り、
大きなホールを借りて、大きなライブをして、メン
バーも増やして、ボックスも借りて…。そんな大学
生活にしたいですね。

新舎洸司 (Hijicho)
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イベント要項
にゃんちゅうによるアイドルカフェ＠銀杏祭
日程：１１月３日（土）、４日（日）
場所：旧教養地区８号館８３K
イベント内容：アイドルカフェ、ライブ

にゃんちゅうからの募集要項
新規メンバー募集について
アイドル志望：人前で楽しむことが好きな
　　　　　　   市大生女子
スタッフ志望：市大生なら男女問わず
連絡先：ichidai.idol@gmail.com
Twitter:@ichidai_idol

From Editor
　かつてステージ上で見た躍動感溢れるアイ
ドルは、緊張のせいか、戸惑いながら自己
紹介をしてくれた。大人しくて人見知りだけ
ど、会話を重ねるとよく話してくれる、そん
な「普通」の女性という第一印象を受け、
そこにアイドルの面影はあまり見受けられな
かった。しかし、彼女と「にゃんちゅう」
について話している内に、彼女のアイドル活
動に対する熱意とその楽しさが彼女の熱弁
からひしひしと伝わってきた。

「楽しい、とにかく楽しいんです。」

　そう語る彼女は院生とは思えないほど
若々しく、そして躍動感を感じさせた。大人
しい性格の中にも、一際熱く燃えている意
志があり、その思いは学部を卒業した後も
燻 (くすぶ) ることなく保たれ続けている。
当人が言っていた「キモさ」は、残念なが
ら感じることができなかったが、彼女は良
い意味で「普通」であり、大衆に受け入れ
られやすいのではないだろうか。
　たとえミスコンのような華やかさがなかっ
たとしても、自分をさらけ出す勇気と、「キ
モさ」をプラスに変えるポジティブ思考、そ
してアイドル活動に懸ける情熱が、大衆の心
を打つ日はそう遠くないのかもしれない。



　大阪市と大阪府が進める市立大と府立大との
統合に向け、府市は両大学を統合した新大学を
創設し、2016年度に開校する方針を固めた。
府市が「大阪都」移行を目指す15年度に両大学
の大学運営法人をまずは統合し、新大学の学生
募集を始める。
　統合に関しては、両大学を運営する公立大学
法人のみを統合する「1大学2法人」案も検討
されていたが、文系や医学系の評価が高い市大と、
理系分野が強いとされる府大を統合し、
「1大学1法人」にして「競争力の確保」を
目指すとしている。
　統合すると学生数で首都大学東京の1.8倍程度
の規模になるなど、公立大学では最大規模にな
る見通し。
　府大は2005年に大阪女子大と統合し、その後
も人間社会学部を新設したり、2012年度には学
部を廃止し「学域」を創設したりするなど、近
年様々な「改革」を行っている。当初は府の財
政難から府大の単独の改革を迫られていたが、
その後「二重行政」の象徴とされ、市大も
「改革」の対象となった。
　地方独立行政法人法には法人統合の規定がな
く、運営法人の統合には法改正が必要なため、
今後の動きに注目したい。

近藤龍志 (Hijicho)
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Hijichoからのお知らせ
大阪府市大統合問題について関心を持ってい
る市大生の方々へ。 埋没気味のこの議題、こ
れからどうなっていくのかを当事者として話
し合いませんか？ 興味のある方、詳細を聞き
たいという方は、Hijichoのメールアドレス 
(hijicho@gmail.com) または、Hijicnoの
twitterアカウント (http://twitter.com/
hijicho/) にリプライもしくはDMでご連絡頂
きたいです。お待ちしております。



　この記事は、今から55年前の理工学部 (当時は理
学と工学は一つであった) の実態を書いている。
うすぎたない階段、薬品の臭い、曇り切った窓、
薄暗い実験室…当時の研究環境は決して良い環境
とはいえないが、そんな中でも泥臭く研究に没頭
する学生の姿が目に浮かぶ。そんな当時の学生や
研究者達に尊敬の念を覚える。

現在の理学部の実状
　現在の理学部にとって最も大きなニュースの一つ
といえば、理学部新棟の建設だろう。理学部新棟
が建設され、夏期休暇中に一部の研究室が新棟に
引越し作業を行なっていた。早速Hijichoでは、
理学部新棟を探検してみた。

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/

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
で復活させていくこのコーナー。今回は、1957年11月1日発行の「市大新聞 第111号」より「市大の表情 
悩みは同じ設備不足 理工学部の巻」を取り上げる。 枠内が旧市大新聞からの引用。掲載にあたり、一
部修正や注釈を加えてある。
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温故知新
旧市大新聞をたずねて

「理工学部の巻 市大の表情 悩みは同じ設備不足」

　うすぎたない階段を昇って行くと「プーン」と
鼻をつく薬品の臭いがする。どの廊下を見ても電
動機や硫酸便やモルモットの飼育棚がずらり又ど
の研究室をのぞいても実験器具と本が人の通るす
き間もないぐらいぎっしりと立並んでいる。そし
て曇り切った窓から下界のデコボコ道を眺めなが
ら教授も助手も学生も真剣になって試験管をなが
め、顕微鏡に目をつけ計器の目盛板を読んでい
る。地下室にあるうすぐらい実験室では科学者の
卵たちが薬品や器具の不十分を嘆きながら、それ
でもコツコツと実験の結果をノートに記入してい
る。元扇町商業の校舎三階建の古ぼけた校舎の屋
上にモルタルばりの四階をつぎたし、そこで大阪
市大理工学部は生声をあげた。

　何んと云っても数千百の教職員学生をかかえた
大家族では、こんなちっぽけな古ぼけた校舎では
当底充分な研究をすることが出来ずここでも貧乏
大学そのものが浮きぼりにされている。
しかしながら九州大学から就任された某教授の語
るところによれば、「ここの学生ほど真剣に朝か
ら晩まで研究に没頭している学生を私は今だかつ
て見たことはない」という話である。
なるほど図書館は部室が非常にせまいというせい
もあろうが、何時行っても真理探究の徒でいっぱ
いである。

　ある学生の話によると重要な図書など何時行っ
ても貸出中で、予約者が三人も四人も居ることが
わかり、仕方なく無理をして高い金でその本を
買ったと言う。(後略) 理学部新棟



　理学部新棟にいた学生に、理学部新棟について
どう思うかをインタビューしたところ、「綺麗に
なった」「眺めがいいし、明るくなった」「空調
が素晴らしい」などの声があった。概ね環境が
よくなったと感じているようだ。

　またこの記事の最後には以下のようなことが書
かれている。
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　「理工学部」と云う名称は一寸聞けば単に理学
部と工学部を合せた学部という感じを受けるが、
奥はそうではなく、一つの「崇高なる」建学の精
神を表しているのだと云う。その建学の精神と云
うのは、「学問を専門学科別に仕切ってしまわず
に化学と機械、電機と物理と云った具合に学問の
専門分野の交流と共同研究の基礎の上に立って、
総合的な新しい科学研究の道を切り開く」と云う
のだそうである。これは具体的には民科 (民主主
義科学者協会) のメンバーが中心となり同学部内
に確かに新しい研究の萌芽を生み出している様
だ。残念ながら土木・建築の両学科から起った
理・工分離の火の手は遂に決定にまで行ってし
まったが、願わくばこの成果を今後も生かして
行ってほしいものである。

　誕生以来未だ日も浅い学部ではあるが、生物の
朝山教授、化学の中塚教授をはじめ多くの優秀な
る教授陣と若い優能なる研究陣が、日本の新しい
科学の発展の原動力となっている事実は、単に市
大の発展に止まらず、日本の科学の発展のために
も真に以てよろこばしい次第である。

From Editor
　かつての理工学部が理学部と工学部に分かれて
久しく、今となっては全く関係のないような気に
なっていないだろうか。市大の理系学生にはぜひ
学問を専門学科別に仕切ってしまわずに化学と機
械、電機と物理と云った具合に学問の専門分野の
交流と共同研究の基礎の上に立って、総合的な新
しい科学研究の道を切り開いていってほしい。
　また、今回の取材を通して、過去の理工学部生
の熱い精神を知ることができた。今、大学では理
系分野の施設が次々と建てられている。これまで
の市大は商学部など文系学部に特徴があるイメー
ジがついていたが、今こそ市大理系学部の力を見
せ付けるときであろう。筆者自身も理学部に所属
しており、市大の理系学生として誇りに思う。学
業へのやる気が一層増している。しかし、私は化
学科なのだが、どうも化学科の研究室が新校舎に
入ることはないらしい。さらに、化学科の研究室
がある建物も耐震工事のみで建て替えは行わない
という。どうにかならないものだろうか。

理学部新棟の講義室。全56席。
既にこの教室を利用して集中講義も行われている。

理学部新棟の最上階(7階)からの景色。
旧教養地区を望む。

理学部新棟内の実験室の様子

田中優衣 (Hijicho)



　「残業代を払わない」「異常な長時間労働をさせ
る」こうした違法行為を行う、いわゆる「ブラック
企業」が近年問題となっている。大阪市立大学の学
生も将来は企業に就職する人がほとんどだろう。就
職活動を間近に控えている学生にとっては、ブラッ
ク企業には就職したくないだろうし、内定が決まっ
ている学生にしてみれば、自分の就職先がブラック
企業でないという保証はない。
　このように、市大生にとっても無関係でないブ
ラック企業について、Hijichoでは全3回にわたって
「ブラック企業問題とは」「就活におけるブラック
企業」「就職先がブラック企業だったら」という
テーマで記事を書いていきたいと思う。
　第1回目の今回は「ブラック企業問題とは」という
テーマで、ブラック企業問題の概要を見ていきた
い。

ブラック企業問題
ブラック企業問題は正社員の問題
　ひとたび非正社員になれば正社員になるのは難し
く、待っているのは低い賃金と不安定な生活。社会
保障も脆弱で、子どもの頃から「フリーターになる
と大変」「非正社員と正社員だと生涯収入にこれだ
け差が出る」と教え込まれれば、多くの人は正社員
を目指すだろう。しかし「正社員で入社すれば安
心」という時代ではない。このことは多くの学生が
考えているのではないだろうか。正社員の過労死 (お
よび過労自殺) やうつ病をニュースなどで目にするこ
とが多くなっているが、そのような状況で安心しろ
という方が無理があるだろう。ブラック企業の犠牲
になると、うつ病や過労死などで人格や人生が破壊
される。そしてこのようなブラック企業問題は、非
正社員にも起こりうるが、本質は主に正社員の問題
なのである。

なぜ正社員におこるのか
　ブラック企業の特徴としては、異常 (≒違法) とも
思える業務命令だ。ブラック企業の従業員は異常な
長時間労働や残業命令にも従わざるを得ない。本来
なら違法と思われる業務命令には従う必要は無い
が、現状では従わざるを得ない。ではなぜ異常な業
務命令が可能となっているのだろうか。

　戦後の日本では終身雇用が一般的な雇用形態で
あった。一度就職すると定年までその会社で働く
といったもので、(建前上は) 滅多なことでは解雇 
(クビ) にはできなかった。その代わりに企業に
は、広範な業務命令権が認められていた。簡単に
言うと「クビにはしない代わりに単身赴任とか残
業とかには応じてね」ということだ。
　ところが現在は、この終身雇用という前提が崩
れつつある。手厚い企業福祉が望めなくなり、も
はや一つの企業が労働者の面倒を一生見ることは
出来なくなった。しかし一方で広範な業務命令権
は残っている。「クビにはしない」という前提が
ないにも関わらず「残業には応じてね」という状
態だ。労働者も心のどこかで「逆らえばクビにさ
れる」と思ってしまっている。言い換えれば「逆ら
わなければひとまずクビにはされない」と思って
いるということだ (実際には逆らわなくてもクビに
するところはクビにするが)。
　かつては「クビにしない」という前提があったか
らこそ異常な命令も「異常」とは感じずに応えられ
たが、「クビにはしない」という前提が崩れたにも
関わらず昔と同じような異常な命令をされ、なおか
つそれに従わざるを得ない現在では、それが「ブ
ラック企業」問題として現れることになる。
　いわばブラック企業は、雇用確保の幻想の上に
成り立っていると言え、それゆえブラック企業問
題とは概して正社員の問題なのだ。

サービス残業・過労死
労働者の二大権利

　これは19世紀のイギリスでの出来事であるが、
現在の日本の出来事と言われても不思議ではない状
況だ。もしかしたら読者の中には日本の出来事と思
われた方もいるかも知れない。労働基準法 (労基法) 
をはじめとする労働法は、このような状況をなくす
ために労働者の権利確保を目的に作られた。
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特集連載
ブラック企業によろしく(第1回) 
～ブラック企業問題とは～

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/

ある20歳の女性縫製工が、26時間半連続で休ま
ずに働かされ命を落とした。新聞はこれを「純
然たる働かされ過ぎによる死」という見出しで
報道した。



　労働者の権利として最も重要なのが「時間」と
「カネ」だ。すなわち、「時間」とは労働者の労
働時間の規制および労働者の自由な (労働時間以外
の) 時間の確保であり、「カネ」とは適正な賃金の
確保である。これら2つが守られないと、労働者の
権利が確保されているとは言い難い。
　労働者の時間に関する権利が守られていなけれ
ば、異常な長時間労働で上の女性縫製工のように
過労死してしまうだろうし、カネに関する権利が
守られていなければ、いくら働いても満足な生活
費を得られない「ワーキングプア (働く貧困層)」
の出来上がりだ。
　しかし現在でも、人材派遣会社社長の奥谷禮子
氏が「過労死は自己管理の問題。祝日もなくすべ
き。24時間365日自主的に管理する方がいい」と
主張するなどしており、さながら19世紀のイギリ
スに戻そうとしているかの様だ。(この奥谷氏の発
言はさすがに国民から猛反発を浴びたが。)

サービス残業
労基法は、一般的な労働者の労働時間を1日8時間
までに規制しているが、一定の条件を満たせば8時
間を越えて働かせることができる。ただしその際
は労働者に対し、賃金の25%以上の割増賃金を支
払わなければならない。サービス残業とは、その
割増賃金を支払わずに残業をさせることであり、
労働者は割増賃金分を「ただ働き」させられるこ
とになる。サービス残業は労働者の「時間」と
「カネ」を奪う行為だ。
　サービス残業に関しては、数年前にいわゆる
「名ばかり管理職」が問題となった。労働基準法
によると管理監督の地位にある者は残業代の適用
が除外される。これを企業が悪用して、多くの労
働者を「管理職」にして、残業代の支払いを免れ
ようとした。ところがマクドナルドの支店長が訴
訟を起こし、最終的に、店長は管理監督の地位に
はあたらないと判断された。「管理職＝管理監督
の地位」というわけではないということだ。市大
生の中にも将来は管理職の地位に就く人が多いだ
ろうが、残業代の支払いには注意した方がいいだ
ろう。

過労死
　「ブラック企業」と聞いて真っ先に思い浮かぶ
のは「過労死」ではないだろうか。2008年6月に
は、同年4月に株式会社ワタミに入社した新入社員
が入社してわずか2ヶ月で過労が原因で自殺してお
り、また同じく2008年10月には、同年4月に株式

会社ウェザーニュースに入社した新入社員が入社
6ヶ月で過労自殺した。
　これらはいずれも長時間労働が原因となり自殺
した事例だ。また、業界で言えばIT業界のシステ
ム・エンジニア (SE) には近年理系学生の就労機会
が増えているが、「デスマーチ」という言葉で表
現される、納期に間に合わせるための過酷な長時
間労働が常態化している企業もある。
　過労死は、このような過酷な長時間労働が原因
で脳や心臓の疾患で亡くなってしまうことであ
る。どの程度の労働時間で「長時間労働が原因」
で死亡したと言えるかについては、厚生労働省の
基準によると、「発症前1ヶ月間におおむね100時
間又は発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、
1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が
認められる場合は、業務と発症との関連性が強い
と評価できる」としている。過労自殺も広義の過
労死と言え、同じく過酷な長時間労働で精神疾患
などになり、正常な判断ができなくなり自殺して
しまう。過労自殺を巡っては「死ぬぐらいなら辞
職すればいい」という言い方もされるが、そもそ
も正常な判断ができなくなっているのであまり意
味の無い言葉だろう。

(過労死やサービス残業については、第3回でも詳し
く見ていきたい)

　このような違法行為を行う「ブラック企業」は大
企業でもあり得る。ブラック企業の犠牲にならない
ためには「大企業＝優良企業」ではないということ
を頭に入れておく必要がある。
　ブラック企業の犠牲になると、うつ病などの精神
疾患を発症して長期の療養などで職場復帰が遅く
なったり、キャリア形成が困難になったり、最悪の
場合は死んだりしてしまう。そのような事態になら
ないためにも、就職活動段階でしっかりと企業を見
極める必要がある。また、不運にして就職先がブ
ラック企業であったならば、自らの身を守る手段を
身につけておかなければならない。次回では「就活
におけるブラック企業」というテーマでブラック企
業から身を守る手段を探って行きたい。

近藤龍志 (Hijicho)
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長居バルとは？
　まずは5枚つづりのチケットを3,500円で購入する 
(予約は3,000円) 。そして、長居バル参加店の中から
行きたいお店を選んで行く。そこの店で1枚のチケット
と交換に1フード1ドリンクを楽しむことができる。
その店を楽しんだら違う店に行ってまた楽しむこと
ができ、全部で5つのお店を回ることができるので、
かなりお得な内容になっている。また、チケットが
残ってしまった場合も、「おみやげバル」というも
のを利用することができ、チケット1枚と交換で、お
持ち帰り用のパンや焼き菓子をもらうことができ
る。さらに「あとバル」といって、長居バル終了後に
もあとバルマークの付いているお店で1枚600円の金
券として使うことができる。このように、残ったチ
ケットも活用できるので、5枚とも無駄なく使用する
ことができる。

長居バルの魅力
　Web予約や長居バル参加店で購入できる前売り券が
5枚3,000円なので、実質600円で1フード1ドリンク
を楽しむことができる。さらに、個人経営の店ばか
りなので、各店でその店の雰囲気や店の人の人柄な
ども楽しむことができるだろう。また、第1回にはな
かった店も参加するので、前回行った人でも新たな
発見があるかも知れない。
　運営には多くの市大生が関わっており、環境保護・
国際協力サークルCHOVORA!!や、フタマル 
～TABLE FOR TEO～がおみやげバル用の商品を用意
したり、 美術部青桃会のライブアートも開催される
ので、他の学生がどのような活動を行っているのか知
ることのできる良い機会になっている。 長居バルの
HPには、参加店舗一覧、メニュー、当日のスケ
ジュール、MAPなどの詳しい情報が掲載されてお
り、前売り券の予約もできる。

長居バルHP : http://nagaibar.com

また、長居バルの運営に携わっている泉沙恵さん (医学
部1回生) に取材させていただいた。

―参加された経緯は？
　長居バルに関わらせていただくことになったきっか
けは、お世話になっていた区役所の職員さんとバル主
催者である居酒屋の店長さんから、協力依頼があった
ことです。それまではバルの存在すら知らなかったの
ですが、企画自体が非常に面白く、ぜひ協力していき
たいということになりました。

―学生としてどのような思いで地域に関わっていますか？
　地域と関わっていて感じることは、かなり多くの地
域でお祭りやイベントの際に、大学生のような若いパ
ワーを持つ人が求めてられているということです。子
供でもなく大人でもない、学生という立場で地域と関わ

ることで、そのような地域をもっと良くするにはどうし
たらいいのかを大学生ならではの視点から考えることが
できると思います。今まで考えも着かなかった面白いア
イデアが生まれたりすることもあり、何が起こるか分か
らないドキドキ感があります。これは、地域にとっても
プラスなだけでなく、私たちにとっても自分の住んでい
る地域を改めて考えてみる良いきっかけになるのではな
いでしょうか。ぜひ他の市大生の方にも、長居バルなど
の地域のイベントにスタッフとして参加してほしいと思
います。

―長居バルの魅力とは？
　長居バルに参加すると、今まで知らなかった新しいお
店や町の色々な所を開拓できます。せっかく大学生とし
て、この地域で4年以上過ごすのですからよく知らないま
ま過ごすのは勿体ないと私は思います。市大周辺を知る
ことで新しい出会いもたくさんあります。私が参加させ
て頂いた我孫子バルでは、お店を以前利用していた市大
生の団体のことを知ることができました。客の立場だけ
でなく、スタッフや運営側として参加することも、学祭
などにスタッフとして参加することとは違った経験がで
きるので、非常に良いと思います。

前田航志 (Hijicho)
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10月6日(土)は長居バル！
第2回長居バルが10月6日(土)の午後3時から開催される。前回参加した人はもちろん、参加しなかった人もこ
の機会に是非参加しよう。

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/

開催要項 
イベント名：長居バル
日時：10月6日(土)午後3時～
場所：地下鉄長居駅、JR長居駅周辺 
　　　(詳しくは長居バルHP参照)
主催：長居バル実行委員会

お問い合わせ
Tel：06-6694-3385 (居酒屋あじひと)
　06-6696-0360 (鹿児島酒場さぶろく)
当日:090-7493-1850 (実行委員　堀後)
E-mail:info@nagaibar.com

From Editor
　今回の長居バルでは、いろんな団体が企画側として参加し
ていて、それぞれが自分たちなりの関わり方をしている。長
居バルの実行委員も、今後の開催のときに企画側として参加
者を募集しており、地域と関わる機会はいくつもあると思う
ので、自分なりの関わり方をしていけばいいのではないか。
地域と関わることは、自分の大学だけでなく、その周りの場
所のことも考えるきっかけになるだろうし、より地域に愛着
をもつようにもなるかもしれない。そこから、この地域に暮
らす他の人たちのことも考えるということにつながるのでは
ないかと思う。
　また、大学周辺の気軽に行くことのできる場所に、交流し
てくことのできる人がいたり、お気に入りの場所や落ち着け
る場所、おもしろい場所があれば、自分の大学生活にもプラ
スになるだろう。地域と関わる中で、地域に住む人の持つ考
えに、外から来ている人の考えが合わさり、内部の人と外部
の人の双方がさらに暮らしやすい地域に近づくのではない
か。地域と関わることによって、自分を含めた多くの人が、
その地域を楽しみながら歩けるようになればいいと思う。
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Hijichoからのお知らせ
～「Hijicho Web」のご紹介～

Hijichoは、大阪市立大学新聞の発行のみならず、
ニュースサイト「Hijicho Web」も運営しています。
Hijicho Webでは、記事を随時更新しているので、
リアルタイムな情報を得ることが可能です。本新
聞11面、12面の記事は、その全文を掲載しており
ませんが、Hijicho Webにアクセスしていただく
と、全文を読むことができます。皆さん、ぜひと
も「Hijicho Web」もあわせてご利用ください。

Hijicho Web
URL：http://hijicho.com

法学会学術講演企画
「自殺を防ぐにはどうすればよいか」 

10月22日(月)開催

講演者は、白浜レスキューネットワーク代表理事 
兼 牧師・藤藪庸一氏。藤藪氏は、地域と連携し、
自殺を水際で防ぐ自殺者救済活動、保護した人々
をケアする自立支援活動等、様々な角度から自殺
防止に取り組んでいる。そういった活動が注目を
浴び、NHK総合番組『プロフェッショナル 仕事の
流儀』などでも取り上げられている。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9299

顔でつながる交流の場
あさかで祭り10月7日開催

10月といえば、いろいろな地域で秋祭りが開催さ
れる時期ですね。大阪市立大学から徒歩1分で行け
る地域のお祭りがあります。それが「あさかで祭
り」です。ここ数年で市大生の参加も増えてきて
おり、今年はステージ企画に大阪市立大学応援団
が出演します。その他にも様々な催しがありま
す。気軽にふらっとのぞいてみてください！

第 6 2 回  銀 杏 祭
～やっちゃっていいっすか?～

やってきました銀杏祭！市大で最も盛大なイベント
が、今年はどんな感じで開催されるのかを実行委
員に聞いて来ました！GRFやスマブラ大会など見
どころ盛り沢山の中、今年初めて「キャンドルナイ
ト」を取り入れるとのこと。普段の大学とは全く
異なる雰囲気が味わえること必至！ぜひ皆さんも
ご来場下さい！みんなで学園祭を盛り上げ、楽しみ
ましょう♪

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9279

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=8907
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小さなつながりが、大きな力に 
～チャリティー絵本『奇跡の木』～

市大生協・シェリーの2階に『奇跡の木』という絵本
が並んでいるのをご存知だろうか。この本は、東日
本大震災の際に津波に耐えた「一本松」をテーマに
して作られた。先日、保存のために一旦伐採されて
ニュースになったのを見た人もいるのではないだろ
うか。そのような「震災の象徴」が、チャリティー
絵本となり、被災者への支援に役立っている。そこ
には市大生協も大きな役割を果たしている。制作者
の想い、市大生協の果たす役割について取材した。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=8819

大阪発のコミュニティサイクル　
住吉区でHUBchariオープン

大阪市立大学の学生らが立ち上げたNPO法人Homedoor 
(ホームドア) と大阪市住吉区の恊働事業であるコミュニ
ティサイクル「HUBchari」(ハブチャリ) が9月21日、
住吉区でオープンした。コミュニティサイクルとは、複
数ある自転車ポートの内、どこで借りてもよく、またど
こで返してもいいというものだ。HUBchariでは、その
運営を元ホームレスの生活保護受給者らに担ってもら
い、給与を支払うことで自治体の財政を圧迫している生
活保護費を抑制するのが狙いだ。

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。今回は「Homedoor」立ち上げについて。

寄稿連載
ワシントン大学留学記 (第5回) 
～アメリカの就活と日本の就活～

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ています。
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。今回はアメリカの就活と日本
の就活の違いについて。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9227

寄稿連載
自転車で紡ぐ、川口加奈物語 (第5回) 
～Homedoorを立ち上げた～

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=8767

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=8788

12


