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男女格差はなくなった？

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」(http://hijicho.com) 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。本紙の一部の記事は、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。



現在はどのような研究をなさっているので
しょうか？
　被差別部落出身の女性たちの運動について、彼女
たちがどのような思いで活動してきたのかを、イン
タビューや各種の資料を通じて明らかにしようと
思っています。特に、被差別出身の女性たちと、
第二次フェミニズム運動の中心を担った新中間層 
(注1) の女性たちとの対比により、当時の女性像を
全体的に明らかにしていこうと考えています。
　当時の時代背景から説明しましょう。第一次フェ
ミニズム運動を経て、法制度的には男女平等は実現
したはずでした。しかし依然として「男は仕事」
「女は家事・育児」のような性別役割分業は存在
していました。「これはおかしいんじゃないか？」
と異を唱えたのがウーマンリブ運動であり、実態面
での不平等からの解放を求める第二次フェミニズム
運動が起こります。しかしここで中心となって動い
たのは、経済的にも余裕がある新中間層以上の女性
たちでした。対して貧困に苦しみ、子供を進学させ
ることも難しかった被差別部落の女性は、こうした
運動には積極的になれませんでした。すべての女性
が、ウーマンリブ運動に参加したというわけではな
かったのです。おそらく彼女たちはその身をもって
感じた部落差別の実態や仲間内での貧困の共有に
よって、新中間層女性とは異なる思いを抱いていた
ことでしょう。ですから、こうした彼女たちの思い
を対比することによって、これまで見えてこなかっ
た新しい当時の女性像が浮かんでくるはず、という
ことになりますね。

注1：主に大企業などで働く賃金労働者で肉体労働
に従事せず、頭脳労働に従事する事務職労働者を指
す。産業資本成立以前から存在する自作農や商店主
などの旧中間層の対義語である。

研究の意義を教えてください
　フェミニズムの研究というと、これまでは中心と
なった新中間層を対象としたものがほとんどでした
ので、同時代の被差別部落の女性運動を研究すると
いうことそのものが意義となるでしょう。被差別部落
の女性というウーマンリブの波に乗り切れなかった
女性を見ることで、当時の全体的な女性像を見る
ことが出来ます。
　近現代女性史をトータルに捉えるためには、
「成功した」女性だけではなく、「成功できなかった」
女性に目を向けることが必要とされていると感じて
います。例えば、男女雇用機会均等法（1986年施
行）などの法整備の結果、社会に進出できた女性だ
けをみて「男女格差はなくなった」と主張するのは
あまり適切ではありません。社会進出できなかっ
た、つまり「成功できなかった」女性のところにも
男女格差はあるのですから。

なぜ、どのようにして今の道に？
　私はもともと東京で年少時代を過ごしたのです
が、当時の公害問題をきっかけに農村に興味を抱く
ようになりました。農村は、都市部の影響で傷つい
ているのではないのか、ということが気になったの
です。そのため大学では農学部に進学し、農村女性
史に焦点を当てることにしました。
　そこで私が注目したのは、近代農村と「良妻賢母」
規範との関係でした。「良妻賢母」というのは今で
は疑問視されることもある女性観ですが、女性が家
庭を支えるというこの思想は、当時の女性にとって
は地位向上という一面ももつもので、これは女子教
育の基本的理念でした。しかし一方で農村の女性は
過酷な農業労務に追われていたため、「良妻賢母」
になる余裕などありませんでした。そのため農村女性
の目には、この規範が階層的な意味合いを持つよう
になり、大変魅力的に映ったのだと思います。日本
各地に女学校が出来るなど、「良妻賢母」主義が広
がるいっぽうで、そうなれなかった女性は何を思っ
たのでしょうか？この視点は、はじめに説明した
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教授が語る夢

人権問題研究センター
古久保さくら准教授
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　古久保さくら教授　　　　　Hijicho 大阪市立大学

教授が語る夢 第6回は、人権問題研究センター・創造都市研究科の古久保さくら准教授にお話を伺いました。



現在の研究にもつながっていますね。被差別部落の
女性にしても農村女性にしても、ともに当時の女性
像の「メインストリーム」からは外れた人とみなさ
れた人たちです。繰り返しになりますが、私はこの
ような女性の思いを知ることが、当時の女性たちの
全体像をよりはっきりとさせるために有効だと考え
ています。このような経緯で、私は女性史を研究す
るようになりました。そしてまた、同時に「良妻賢
母」のようなジェンダーに関わる規範の浸透にお言
える教育の機能に着目する中で、人権教育、ジェン
ダー平等教育の研究も始めることになったのです。

先生の夢は何でしょうか？
　ジェンダーの問題を、より多くの人に正しく理解
してもらいたいです。
　世間一般では「フェミニズム」は、ごく一部の
フェミニストと呼ばれるような人たちがその活動を
ひっぱってきたものだ思われがちです。私は「フェ
ミニズム」は、個人名がつくようなものではないと
考えています。
　今日においても様々な女性たちが、自分たちの置
かれている状況は不当なんじゃないか、社会問題と
して解決するべきなんじゃないかと考え、改善して
いくために活動しています。私自身「フェミニズム」
というのは、このような様々な女性たちが今ある社
会状況を改善していく活動・思想潮流だと理解して
います。
　だからこそ、ジェンダーに関して、様々な活動や
思想があるというのを伝えていきたい。そして、
様々なジェンダーの活動や思想に目を向ける社会に
なれば、いろんなことが見えてくるのではないかと
思います。

市大生に向けてメッセージをお願いします
　市大生は卒業後、社会の中核を担っていく人にな
ると思います。会社に勤める人もいるでしょうし、
弁護士や行政マンや医者になる人もいるでしょう。
そういうことを考えた時に、人権意識がある人とし
て巣立っていって欲しいです。
　ジェンダーの問題は全ての人に関わる問題です。
ジェンダーに関する問題を少しでも知って、自分と
違う立場の人に目配りができるような人になって欲
しい。そして、ジェンダーに関する問題を社会全体
の問題として捉え、社会全体をどう変えていけるの
かという視点を持てる人になって欲しいです。
　リーダーが意識を持たない限り、社会は変わって
いかないと思います。そこで、どんな分野でも中核
を担っていく皆さんが、少しでもジェンダー平等と
いうことを意識して、リーダーになっていただきた
いです。

山中仁志 (Hijicho)
鶴木貴詩 (Hijicho)
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From editor
　古久保先生に、ご自身のジェンダーに関す
る研究の内容や、それにかける想いについて
語っていただいた。古久保先生の研究は、
フェミニズム運動の中でも今まで光のあたっ
てこなかった被差別部落の女性を研究するこ
とで当時の女性像をよりはっきりさせるとい
う意義がある。そして、そのような意義は
「先生の夢」に「ジェンダーの問題を、より多
くの人に正しく理解してもらいたい」という
想いで現れている。
　古久保先生は、市大生に「人権意識がある
人として巣立っていって欲しい」とのメッセー
ジを寄せてくれた。我々は卒業後、社会の一
翼を担っていく。その際に、自分と違う立場
の人と関わっていくことも数多くあるだろ
う。その中で、「自分と違う立場の人に目配
りできること」、そして「それを社会の問題
として捉え、社会全体をどう変えていけるの
かという視点を持つこと」というのは非常に
大切だ。では、そのような意識を持つにはど
うすればよいのか。
　本大学では、人権週間中、文化系サークル
連合所属のサークルを中心に、様々な人権に
関する企画が行われる。人権意識を持つため
には、まずは知ることから始める必要があ
る。この機会に、ジェンダー問題やその他の
人権問題における様々な活動や思想に目を向
けて「正しい理解」への第一歩を進めてみよ
うではないか。 (鶴木)



文サ連委員長に聞く、今年の人権週間
文サ連委員長　山口純平 (法・3)

―文サ連委員長としての意気込みを聞かせてください。
文サ連執行部としてラストとなるビッグイベントな
ので、一年間の集大成としてしっかり取り組みた
いと思います。一般学生に向けての広報として、8
号館に入ったところに看板を設置します。委員長
としてラストの仕事なので、気合を入れて頑張り
ます！各団体の活動している姿を見にきてくださ
い。

―各サークルにどのように参加してほしいですか？
12月ということで、3、4回生にとっては今まで文
化系サークルでがんばってきたことを発揮する最
後のイベントになると思うので、是非熱意を持っ
て参加してほしいですね。文化系サークルの活動
を知ってもらう絶好の機会なので、各団体には期
待しています。

―市大の人権教育についてどう思いますか？
一般教養の科目として、部落や障害者などといっ
た人権問題を扱っているのはいいと思います。種
類も多いし、他大学より力を入れているのではな
いかと思います。

―ミスコンについて、ジェンダー的にどう思いますか？
市大のミスコンは、見た目だけではなく、中身の美し
さ、人としての魅力を重視するものだったので、問題
ないと思います。

―文サ連委員長としての一年を振り返って。
昨年12月末に、文サ連委員長に内定したときは、正直
すごく嫌でした(笑)。でも、JPというあだ名で呼ばれた
ことをきっかけに、他の四者協執行部 (音サ長、体育会
幹事長、応援団団長) メンバーと仲良くなれました。文
サ執行部内、音サ、応援団、大学祭実行委員会など新
しい知り合いが増え、やっているうちに楽しくなりま
した。
　それまではあまり対外的な仕事をしたことがなかっ
たんですけど、入学式で話をする機会を与えられた
り、それまでには考えられなかった経験ができたので
よかったです。

30年前の人権週間
1983年の人権週間では、各団体の企画は以下のよ
うなものだった。

文サ連加盟団体、サークル自体も今とは異なる
が、かなり人権色が強い。また、2002年に四者協
主催で、外部から人を招いての在日朝鮮人問題に関
する講演会も行われている。
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文化系サークル連合主催「人権週間」　
12/11(火)から

今年も人権週間の季節がやってきた。市大では、1948年12月10日に国連で世界人権宣言が採択されたのを
記念して、12月前半の1～2週間を人権週間とし、学内の学生団体やサークルが人権問題に関する企画を
行っている。文化系サークル連合 (文サ連) がその運営を行っている。今年度は12月11日(火)～17日(月) を
人権週間とし、各サークルが様々な企画を行う。

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/

写真＝山口さん (筆者写す)



今年の各団体の人権週間企画

上記のとおり、9団体が各々の活動をアピールする
企画を計画している。どの団体も、一年の締めく
くりとして力を入れて企画を行う。

長澤彩香 (Hijicho)
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From　Editor
　人権週間は文サ連が創立された1972年以
降、長い歴史を持つイベントである。
　しかし、今回イベントに参加する文化系
サークルの中には、あまり馴染みがないサー
クルもあるのではなかろうか。サークルに所
属していない学生は、このような機会に、興
味のある団体の企画に参加してほしい。そこ
で意気投合すれば、入部してその後もサーク
ル活動を楽しむこともできる。すでにサーク
ルに所属している学生は、他団体の企画に積
極的に参加し、他のサークルの活動を知って
みるのも良いかもしれない。どのサークル
も、外部からの参加者を待望していることだ
ろう。
　また、記事の中で比較した通り、昨今の人
権週間は30年前とは打って変わり、参加者
に楽しんでもらうことがメインとなってい
る。もちろん、楽しめる企画も必要だ
が、”人権”週間であるからには、人権問題に
迫ってみるのも良いと思う。山口さんも言っ
ているように、大阪市立大学は人権教育が盛
んな大学である。ここに通う学生として、こ
の機会に人権について主体的に考えてみては
いかがだろうか。



2部設置の目的
　市大に2部が設置された当時、大学に通う者はご
く一部の人間に限られていた。経済的余裕がなけ
れば大学に通うことは難しく、家計を支えるため
に日中働く人達にとっては、大学に通うことは金
銭的にも時間的にも不可能であった。
　このような勤労青年の高等教育の場を確保する
ため、大阪市からの強い要望もあり1950年、市大
の商学部・経済学部・法文学部 (当時) に2部が設
置された。1部と同じ教員、同じ水準の教育内容と
いう「平等原則」のもと、多くの有為な人材を輩
出してきた。「働きながら学ぶ」ことの可能性と
教育機会の均等の重要性を、市大2部は体現してき
たのである。

夜間課程の衰退　法人化で拍車
　しかし経済が豊かになっていくにつれて、2部の
志願者が減少してきた。その背景には共通一次試
験 (現センター試験) の導入や専門学校など教育機
会の多様化によって、働きながら学ぼうとする勤
労青年や社会人の入学が困難になったことにあ
る。特に共通一次試験によって1部と2部との間で
学力に差が出てきており、「平等原則」を継続す
るのは困難になってきた。
　そのような状況に加え、2004年に国立大学が法
人化、市大も2006年に公立大学法人となった。大
学の法人化に伴い、大阪市が負担する経費を5年間
で2割削減するという方針の影響もあり、市大は市
場原理のもと大学間競争に生き残るための経営を
迫られた。
　2004年には関西では12の大学で夜間課程が存在
していたが、2009年には大阪市立大学を含め4つ
に減少。学校の統廃合問題に詳しい三輪定宣・千
葉大学名誉教授は「教育に関する予算がどんどん
削られていく流れの中で、大学が法人化した。財
政削減の中で夜間課程の減少という問題が起きて
いる」と警鐘を鳴らしていた。

2部廃止決定　学生らは反対
　市大は世の流れに逆らえず、2008年に2部の募
集停止を決定。市大側が示した主な理由は「勤労
青年 (有職者) の減少」および「志願者数の減少」
だ。また「社会人のニーズとして、学部から大学
院レベルにシフトしてきている。大学の戦略とし
て市民のニーズに応えていく必要がある」として
いた。
　ところが市大が2007年に学生らに行った定職の
有無についての調査によると、約6割の学生が何ら
かの定職に就いていた。志願者数も、2005年～
2009年の間は、減少傾向にあったものの5倍を超
える水準を維持していた。
　また、市大の2部は公立大学の夜間課程というこ
ともあり、経済的に大学へ通うことが困難な人達

の貴重な進学先にもなっていた。2009年の市大の1
部の学費は年間53万5800円だったのに対し、2部

の学費はその半分の26万7900円。経済的に苦しい
人達の教育機会を奪うことにならないか。学生ら
はそう考えた。
　加えて市大は2部募集停止に関しては大学のHPで
発表するのみで、学生への相談や説明は一切なさ
れなかった。このような市大の姿勢に学生らが反
発し、2部廃止反対運動が起こった。当初は数人で
始まった運動であったが、その後1万人以上の署名
を集めるなど、社会を巻き込むほどの盛り上がり
を見せた。
　しかし市大側の決定は覆ることなく2009年を最
後に2部の募集を停止。全国でも数少ない公立の総
合大学の夜間課程が廃止された。

受け継がれる理念　創造都市研究科へ
　2部設置の理念は働きながら学ぶ機会を提供するこ
とだった。その理念は「生涯学習」として受け継が
れていくこととなる。
　生涯学習は1965年、フランスの教育思想家ポー
ル・ラングランによって提唱され、各国に広がっ
た。市大の大学憲章にも「生涯学習」の項目があ
り、生涯学習の理念は市大の理念とも合致する。
　現在、生涯学習の具体例としては創造都市研究科
や公開講座がある。特に創造都市研究科は「忙しい
人が働きながら通えるように」「平日夜間の2日と土
曜日とで必要単位が修得でき」る。「働きながら学
ぶ」2部の理念は、創造都市研究科へと受け継がれ
た。
　社会に開かれ、都市とともにある大学。その理念
の意味するところは必ずしも具体的ではない。しか
し「多様な教育機会」は間違いなくその理念の柱だ
ろう。その理念の体現者である2部が廃止されること
の意味を、私たちは考えなければならない。

近藤龍志 (Hijicho)
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教育機会と生涯学習 2部廃止問題から
1950年、大阪市立大学に2部 (夜間部) が設置された。以来、約8,000人の卒業生を世に送り出してきたが、
2009年を最後に募集を打ち切った。社会情勢や大学が置かれた状況の変化、廃止を巡る学生らの反対運動
など、そこには様々な想いが交錯していた。

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/

関連記事
2部最後の学園祭　「市最楽祭」開催 
(http://hijicho.com/?p=10285)
2部ファイナルフェスティバル「市最楽祭」
(Hijicho Blog) (http://hijicho.com/blog/p1204)

参考文献・資料
教務委員会, 1990年,『第2部教育の現状と今後の
方向について (報告と提言)』
大阪市立大学, 1994年,『夜間教育に対する社会的
需要調査報告書』
大阪市立大学大学史料室編, 2011年,『大阪市立大
学の歴史　1880年から現在へ』
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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/

進化し続ける学情　
～ノートパソコンの貸出など可能に～

2012年10月より、学術情報総合センター (以下、学
情) 内で使えるノートパソコンの貸し出しサービス
が開始された。貸し出しサービスによって学情の活
用法に新たな選択肢が加えられ、パソコンを頻繁に
利用する市大生にとって、大きなメリットになるこ
とは間違いない。なお貸し出し用のノートパソコン
は全部で42台用意されている。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=10074

寄稿連載
就職活動に「失敗」したからこそ、

伝えたいこと 
今回より新たに寄稿していただくのは上山幸穂さん (法
学部2009年入学)。全5回にわたって、ご自身の経験を基
に、就職活動について書いていただきます。上山さんご
自身が就職活動につまずき、長引いたという経験から、
頻繁に取り上げられるいわゆる「就活成功者」とは違っ
た視点で就活を伝えていただきます。

「残業代なんか出ないよ」「うちには有給休暇なんて無
いから」。このような違法行為を公言する企業は少なく
ない。中には「法律は関係ない。うちにはうちのルール
がある」とまで言う企業もある。しかし仮に自分に言わ
れたとしても、対処法を知らなければ泣き寝入りするし
かないのが現状だ。「ブラック企業によろしく」。最終
回の今回は「就職先がブラック企業だったら」という
テーマで、実際にブラック企業から身を守る方法を見て
いきたい。

寄稿連載
ワシントン大学留学記 (第7回) 
～就活が心配で留学できない？
ボスキャリがあるじゃないか～

留学に興味があっても、それを阻む要因の一つに「就
活」があるのではないでしょうか。就活に乗り遅れる
ことを心配して長期の留学をためらいがちになってし
まいます。今回はそんな3，4年生で留学したいけれど
も就活が気になってなかなか踏み出せないという方の
ために記事を書きました。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=10337

特集連載 
 ブラック企業によろしく (第3回) 
～就職先がブラック企業だったら～

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9946

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9453

寄稿連載
自転車で紡ぐ、川口加奈物語 (第7回) 
～HUBchari (ハブチャリ) 誕生！～

14歳でホームレス問題に出会った川口加奈は、ホー
ムレスへの襲撃事件防止のために、講演活動や新聞の
発行、100人規模のフィールドワークなどの活動を展
開する。そして19歳で、「ホームレス状態を生み出さ
ないニホン」を目指して、A君にけしかけられて起業
するもA君がフェイドアウトし、苦境に追いやられ
る。そこに、自転車修理が得意だというホームレスの
おっちゃんが現われたのだった。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=10476
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市 大 か ら チ ャ リ 1 分 ！
隠れ家的cafe KAKU LAB.

このお店は、大阪市立大学工学部を2009年に卒業した、「かく」さんが始めたお店です。かくさんは修士課程卒業後、いったん建築関係の仕
事をしていましたが、脱サラし、改めて博士課程で学び直すことを決めました。現在は、大学で「まちづくりと建築」の研究をしながら、
カフェを営んでいます。

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/

KAKU LAB.
月：12:00-17:00［lunch/cafe］   火：11:00-13:30［lunch］
水：-                                       木：12:00-19:00［lunch/cafe］
金：12:00-19:00［lunch/cafe］   土： 8:00-11:00［breakfast］
日：‒                                      （詳しくはhttp://kaku-lab.com/lab/）

　市大周辺で、空きコマにふらっと立ち寄れるようなお洒落な
カフェを作りたいという気持ちから始まったこの「KAKU 
LAB.」では、コーヒー・ケーキを始め、日替わりパスタ、クッ
キーなども販売しています。
　「ただくつろげる場所というだけではなく、人と人とのつなが
りを生み出すきっかけをつくりたいんです。学生同士だったり、
学生と教授だったり、初対面の人同士だったり。あと、単純にお
茶を飲むところというだけでなく、パーティーや飲み会、ギャラ
リーなどとしても使ってもらえると嬉しいですね。色々なイベン
トに使ってくれれば」と話すかくさん。なんとプロジェクターま
であるのだとか。
　実は「KAKU LAB.」という名前も、そういった点から来てい
るそうです。cafeではなくlab.にしたのも、この場所が自身の研
究テーマである「まちづくりと建築」を考えるための「研究室」
でもあるからとのこと。店内にはその名の通り、普通のカフェに
はないユニークなものが置いてあります。

　メニューとしては、日替わりの手作りケーキと、同じく日替わりのパスタセッ
トが人気だそうです。筆者は今回、「鶏そぼろと青じそのペペロンチーノ」と
レーズンとリンゴのガトー、カフェラテをいただいてきました。
　ケーキのほうは、しっとりとしたタルトの食感と甘み、そしてレーズンの酸味
が合わさってます！甘すぎないスイーツで美味しい！横にアイスがついてるのも
うれしいですね。カフェラテは、やわらかい泡がたっぷりのっていて、いい感じ
でした。上にかかっているモカパウダーもgood!
　鶏そぼろと青じそのペペロンチーノは、オリーブの風味や鷹の爪、レモンなど
も合わさってとっても食べやすいです。そぼろと青じそがこんなに合うなん
て…！ってくらい美味しかったですよ～。写真では、100円プラスしてドリンク
をつけています＾＾こちらも美味しかったです！
　自身が現在工学部のドクターでもあるという、かくさんの「KAKU LAB.」。
市大からチャリ1分に位置するこのお店（なんと名菜亭の向かいです）、空きコ
マのちょっとした時間潰しや友達とのおしゃべり、はたまた誕生日パーティや飲
み会などに使ってみては？

小川陽平 (Hijicho)

行っちゃいマス？楽しみマス？クリスマス！！ 
～クリスマスデートコース IN OSAKA～

クリスマスは恋人たちにとって最も外せない行事の一つ。特
別な人と過ごすのだから特別な日にしたい…だけどどんなと
ころへ行けばいいのかわからない！そんな人たちのために
Hijichoではタイプ別にとっておきのクリスマスコースをご用
意しました。まだ計画を立てていないアナタもこれから恋人
を作るというアナタもこれさえ読めば素敵なクリスマスを過
ごせること間違いなしです。

1.ちょっぴりリッチなクリスマスコース
2.わいわい楽しいクリスマスコース
3.ほっこり癒しのクリスマスコース

1.ちょっぴりリッチなクリスマスコース
あべの・天王寺イルミナージュ
天王寺ではさまざまなイルミネーションイベントが開催され
ていますが、今回は今年初めて行われるあべの・天王寺イル
ミナージュをご紹介します。

このイベントは天王寺公園で開催されており、夜の光の
動物園を表現しています。ここではLEDが約200万球も使
用され、多様なイルミネーションを楽しむことができま
す。ここで一味違う幻想的なクリスマスを過ごしてはい
かが？

SALON DE LEANA
SALON DE LEONAは住吉区にあるキャンドル教室で
す。体験レッスンでソイワックスアロマキャンドルと小
さな型を使ったキャンドル2種とモザイクキャンドルとド
ライフラワーキャンドルの3つのメニューから選べるのだ
からお得！また、色と香りを自分で選べるので自分好み
のキャンドルを作ることができます。少人数レッスンな
ので初心者にも安心ですね。レッスンを受講するために
は予約が必要なのでご注意を。

コース1の詳細及びコース2、3については、
Hijicho Webで全文を掲載しております。

URL : http://hijicho.com/?p=10451

ケーキset　650円から 日替わりPASTA デリ付き750円


