
ニュース
BOX総会2012決議書を提出 大学の回答を待つ   ▶02面
2013年四者協執行部に突撃～音サ・応援団編～   ▶03面
大阪市大と人権                                        ▶07面

コラム
陸前高田　復興と忘却                          ▶04面
失われる居場所　2部生インタビュー     ▶08面
連載「ワシントン大学留学記」         　 ▶08面
連載「就職活動に「失敗」したからこそ、
伝えたいこと」 　　　　　　　　　　　▶08面

2013.1.9
第16号

8面 癒しのハワイアンカフェ　
Peek a Boo

Hijicho 大阪市立大学新聞 第16号 2013年1月9日, 大阪市立大学 学生メディア団体 Hijicho 発行
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/ 01

Hijicho 大阪市立大学新聞

その他
毎月20日「部屋取り合戦」                  ▶08面

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。

謹賀新年

皆様、あけましておめでとうございます。
今年もHijichoをよろしくお願いいたします。



　BOX協議プロジェクトは2012年12月5日(水)、
「BOX総会2012」を開催した。当日は大阪市立大
学のクラブ・サークル135団体が会場の811教室に
集結し『決議案』が承認された。同月13日(木)、
承認された決議書はBOX協議プロジェクト執行部
代表の石原によって大学側に提出された。なお、
提出日に学生担当部長が不在であったため、学生
担当係長の清本氏が代役となった。決議書は学生
担当委員会を経由して学生担当部長へ届くが、当
事者である学生は委員会に参加できない。
　委員会は毎月会議を開いており、本件は2013年
1月の会議で議論されることが取材により明らかに
なっている。よって大学側からの回答は早くても1
月の下旬～2月であり、具体的な対応はそれ以降に
なる見込みである。

決議内容は以下のとおり
・2012年度のBOX配分の報告と2013年度のBOX配
分に関する取り決めの確認
・BOXとBOX周辺の修繕の要求
・府市大統合によるBOXへの影響に関する確約要求

中野寛之 (Hijicho)

■ BOX総会2012決議書
(URL : http://hijicho.com/wp-content/uploads/
6c8ff241c9f680eaa434f24d9f71be1f.pdf)
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BOX総会2012決議書を提出　
大学の回答を待つ

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
■BOX総会2012　12月5日(水) 開催
URL : http://hijicho.com/?p=10125
■BOX協の精神は生きている
URL : http://hijicho.com/?p=254
■めあてのBOXはどこだろう？
URL : http://hijicho.com/?p=5416

連絡先
大阪市立大学新聞 Hijicho
大阪市住吉区杉本3-3-138　大阪市立大学内
■ HijichoのBOXへの行き方
URL : http://goo.gl/pTa9p
■ Mail: hijicho@gmail.com

インターネットからのご連絡
BOXに関する質問、記事の提供、ご意見・ご感
想、編集に興味をお持ちの方などは お問い合わせ
フォームからご連絡ください。

SNSを通じて
Hijichoでは、インタラクティブな活動をおこなう
ための手段としてSNSを活用しています。
■Twitter ‒ @hijicho
URL : https://twitter.com/hijicho/
■Facebook ‒ Hijicho 市大新聞 ファンページ
URL : http://www.facebook.com/hijicho

学生担当係長の清本氏(左)と
BOX協議プロジェクト執行部の石原

「BOX総会2012」の決議書。
総会参加者一同より学生担当部長宛。



2013年度音サ委員長 (所属：軽音楽部) 
金田聖輝 (工学部建築学科)

石原：新音サ委員長になってどのような気持ちです
か？

金田さん：一言で言うと、楽しみたいという気持ちで
す。基本的に音サは1年前から次年度の委員長が決
まってるんです。というのも、毎年銀杏祭でのイン
ディーズライブイベント「MONTOBA」を取り仕切る
のが音サの重要な役割の1つなんですけど、それを統
括するのがいわゆる「MONTOBA隊長」と呼ばれる人
なんです。「MONTOBA隊長」が次期音サ委員長にな
るんですよ。だから僕が委員長になることも1年前に
は決まっていました。
　2012年は副音サ委員長として、春田さん (2012年音
サ委員長) を見てきました。委員長の仕事を楽しみな
がらも言うべきことはきちんと言って毅然とした態度
で臨む春田さんの姿はとてもかっこよかったし、自分
もそのようでありたいと感じましたね。

石原：1年間素敵な前音サ委員長の姿をみて勉強でき
たのは今年音サ委員長の活動を行うに当たって大きな
影響を及ぼしそうですね。2013年はどのような1年に
したいですか？

金田さん：音サ委員長として、音楽系サークルをまと
めるのはもちろん、他の四者協やHijicho、大阪市立大
学祭実行委員会などと連携していきたいと考えていま
す。音楽系サークルが他団体と関わっていくきっかけ
づくりをしたいです。個人的な話では、3回生になる
と学科の勉強がかなり大変になるので、両立をしっか
りしたいです。

2013年度応援団長 (リーダー部) 
山本大貴 (商学部)

石原：2013年の応援団としてどのような1年にしたい
ですか？

山本さん：私達第50代応援団は「相思相愛」をキャッ
チフレーズとしています。「相思相愛」には、特定の
クラブさんだけでなく音楽系や文化系のサークルさん
とも仲良くしたいということと、「また応援に来て欲
しい」と思ってもらえるようになりたいという思いを
込めています。2012年は応援の日程が被っていること
も多く、思ったより行くことができなかったので、
2013年はより多くの学内生とコミュニケーションをと
り、渉内団体さんと仲良くしていきたいです。

石原：なるほど。山本さんは応援団長であると同時に
四者協執行部でもありますよね。四者協執行部はたく
さんの学内生と接する機会があると思うので、「相思
相愛」の関係を築く大きなステップにもなりそうです
ね。その2013年四者協執行部として取り組みたいこと
はなんですか？

山本さん：まず、2013年の執行部の中で2年連続は僕だ
けなので、スムーズに事が運ぶように努めたいと思いま
す。2012年は初めてのことばかりで手間取ることが多く
ありました。例えば2012年新歓期は不審者防止の為学
生証を入れるための名札を導入したのですが、実際の人
数以上の名札をとっていく団体があって、名札の管理が
大変でした。2013年は意見調整会議での意見を踏ま
え、手際よく対応したいです。また2012年は予算の決定
が遅く、時間があまり取れないまま配分を決定してしま
いました。今年はきちんと時間をとって審議したいと思
います。
　四者協執行部は学生にとって大学と折衝ができる大切
な存在だと考えています。去年は学生の意見を聞く機会
を設けることができなかったので、四者協が普段の生活
から学生の意見を聞けるようにしていきたいですね。

石原奈甫美（Hijicho）
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2013年四者協執行部に突撃
～音サ・応援団編～

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/

今年も2013年四者協執行部の顔がそろった。四者協は、応援団、体育会、音楽系サークル協議会 (以下音サ)、
文化系サークル連合 (以下文サ) から成る四者連絡協議会の略称である。大阪市立大学最大の学生団体であり、
唯一大学との折衝権を持つ。すなわち学生の総意として大学に意見を届けることのできる唯一の機関が四者協と
いうわけだ。2013年度四者協執行部はどのような人物なのか、前編と後編にわたってその核心に迫る。今回は
前編として音サ委員長の金田聖輝さんと応援団長の山本大貴さんにお話を伺った。



忘却との戦い
大津波の傷跡
　東京から車に揺られること8時間。僕らは陸前高田市
に入った。既に日が暮れて視界が限られていながら
も、道の両側に広がる瓦礫がちらほらと目に映った。

平坦。

　かつて無秩序に山積していたはずの瓦礫は、この
20ヶ月の間に崩され、運ばれ、整理されていた。
　夜は集会所にお世話になった。自治会長である佐藤
一男さんや後述する桜ライン事業関係者のとんちゃん
と、お酒を交えて語り明かした。そこは被災したこと
を感じさせないほど温もりに包まれた空間で、初めて
訪れる僕らを温かく迎えてくれた。
　翌朝、とんちゃんに陸前高田の街を案内していただ
いた。高台にある集会所から車で街に降りる。街に
入ってまず目に入るのは、平坦な、茶色い土地。かつ
て街であった場所は寒々とした地肌を見せていた。
延々と広がる平坦な景色の中、点々と工事車両があ
り、廃墟と化した市役所やスーパーがあった。刻々と
進む忘却を食い止めるかのように、その無防備で生々
しい破壊の跡をさらけ出していた。

　案内された主な場所は、一本松と病院の官舎、
市役所、そして桜ラインで植樹した現場。

　噂の「奇跡の一本松」の姿は既になく、その木
を津波から守ったであろうユースホステルの建物
と、また別の一本松の姿があった。とんちゃんが
言うには、「奇跡の一本松」は元々7万本の松林と
は別に位置している上、堤防の内側であった為、
「7万本の中で唯一生き残った」という表現はふさ
わしくないらしい。ただ海辺に伸びるたった一本
の松の姿は見栄えが良く、報道や象徴に適してい
た為に大きく取り上げられたのだと。

　一方、少し離れた砂浜に立つもう1つの一本松
は、枝と葉が削げ落ちている為、枯れ木が一本
立っているような印象を受けた。こっちこそが奇跡
なんだととんちゃんは言う。その木の周りには倒
木や木の株が無数に見えた。7万本の松林の跡だ。
この場所こそがかつて松林があった場所であり、
この松こそが「7万本の松林の中で唯一生き残っ
た」一本松だった。メディアは真実を若干歪曲して
報道していることになる。しかし、その歪曲は果
たして悪なのか。「7万本の松林の中で唯一生き
残った」「美しい」一本松に心を救われた人もい
ただろう。歪曲したその是非は誰にも問えない。
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陸前高田　復興と忘却
2012年11月下旬、岩手県陸前高田市にある米崎小学校集会所を訪れた。筆者が東北を訪れるのは約15か月
ぶりとなる。被災地は今、どうなっているのか。現地で聞いた事、体験した事を書かせて頂く。

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=陸前高田の街並み

写真=被害にあったスーパー

写真=「奇跡の一本松」の現状

写真=7万本の松林跡



　病院の官舎、市役所と続けて回った。どちらも
廃墟であったが、そこには生々しい日常の気配が
未だに残っていた。その気配と現実が、かつて確
かに人が住んでいたことを、そして津波の脅威を
物語っていた。画面を通して何度も見た姿、昨年
訪れた時に目に焼き付けた姿。それでもやはり現
場を直視するのは厳しいものがあった。

　あの日、ここに住んでいた人はきちんと逃げる
ことができたのだろうか…。想像しようとする
が、うまくイメージができない。そんな風に思考
を巡らせていた自分に、とんちゃんの言葉が滑り
込んできた。

「俺の同級生も、まだ見つかってないよ。」

　とんちゃんのその言葉で、もやもやしていたも
のが心の奥にストンと落ちた。

ああ、こういうことなんだ。

　自分が普段笑い合っている友達が流されて見つ
からない。そんな悪夢。とんちゃんという身近な
存在が経験した悲劇。「被災者」というスポット
ライトを当てていなかったからこそ、その言葉に
衝撃を受けた。ここにはそんな悲劇がありふれて
いるという事実が何より恐ろしかった。

　地震が発生した直後、指示に従って多くの人が
屋上に逃げ込んだ。屋上よりもさらに高く、看板
の上にまで避難した人もいた。そして後者だけが
流されずに済んだ。
　地元のある小学生は避難場所に指定されていた
学校の体育館に避難した。津波が来るまでの間に
山に逃げ込めば助かったはずだった。
あるお婆さんは、地震の規模を感じ取り、今まで
流されたことのなかった自宅を捨てて山に登っ
た。自宅は眼下で大波に呑まれたという。
　津波が想定を遥かに超えていた。何度も聞いた
言い訳だが、それが真実であった。想定外が起こ
りうること。この教訓だけは決して忘れてはならな
い。

忘れないために
　その為に、陸前高田では数々の事業を行っている。そ
の中でも特に大きな2つの事業を紹介したい。
　一つは、震災の被害を忘れないための保全事業であ
る。今回案内された市役所もその一つである。残されて
いたからこそ、僕らは破壊される前の日常の気配を感じ
取ることができた。残さなければ、確実に忘却される。
実際に、保全されず更地になっている土地からは何の実
感も湧かなかった。かつての姿を知っている人からすれ
ば忘れていくという悲しみがあり、初見の僕らにとって
はそもそも感じるものすら見つけられなかった。
　そしてもう一つが桜ラインである。この事業は津波の
到達地点に沿って桜を植えていくという事業で、刻々と
薄れて消えていく「境界線」を明確に残す目的がある。
今回その現場を案内して頂いたが、効果的だと感心する
一方で恐ろしさを覚えた。その桜は境界線だった。極め
て原始的な、生と死の。その線から上にいた人は助か
り、下にいた人は流された。生々しくて、恐ろしい。だ
からこそ大きな意味を持つし、忘れられにくいであろ
う。数十年掛かりの大事業だが、遂行すべき大事な事業
だと思う。
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写真＝現在残っている一本松 (とんちゃん提供)

写真=被害にあった病院の官舎

写真=桜ラインで植樹した桜3本



”当たり前”な非日常
暖かな仮設住宅
　その日の午後、集会所にて交流支援活動を行っ
た。クリスマス用の飾り物を手作りしようというも
のだ。見ず知らずの僕らに笑顔で労いの声を掛け、
拙い説明を聞いて熱心に作業に取り組むお婆さん
達。また遊びに来たくなるような、そんな親密で暖
かな空間だった。
　イベント会場にごく自然に次々と人が来てくれた
のは、イベントの内容よりもその集会所がその仮設
住宅街に相当浸透しているからだと思われる。集会
所がことあるごとに地域交流の場を提供し、それが
定着したのだろう。
　自治会長の佐藤一男さんは笑顔を見せながらも厳
しい表情で話す。「このコミュニティが活性化してき
たのは、自分達の活動の1つの成功だと捉えていいと
思う。でも逆にここの暮らしに慣れてきてしまって
いて、非常事態の仮設住宅暮らしであるはずなのに、
それが当たり前のようになってしまっている。それが
不安です。」
　この仮設住宅には確かに問題が山積していた。ま
ず小学校の校庭を使ってしまっている事が大きな問
題で、子供達が校庭を使えない。それに伴って普段
の体育の授業や遊ぶ場所、運動会や文化祭などにも
悪影響が出るだろう。いや、既に出ているかもしれ
ない。また、仮設住宅は耐震及び浸水の対処が応急
的で安心できるものではなく、いつまでも住める環
境ではない。
　これらの様々な問題点を解決するには、どこかへ
きちんと移転しなければならないのだが、その前提
となる「どこか」を確保できない。津波の到達地点
内では家を構えられないので、陸前高田の街は現時
点では居住できない状況にある。将来的に街一帯を
5m程かさ上げする計画があるが、いつになるかは不
明とのこと。
　一方、高台の山を削って居住地を作るという計画
も上がっている。かさ上げよりは早く実現できそう
だが、いずれにせよ10年単位での時間が必要になっ
てきそうだ。

僕らにできること
　問題の一つとして、ボランティアのあり方も話に上
がった。その日、道路の側溝を清掃して下さってい
るボランティアの方々がいたが、いずれはかさ上げ
で埋まってしまう場所なんだから意味がないと、と
んちゃんは言い切った。それに工事車両によって埃
やチリが巻き上げられてしまうし、雨が降っただけ

で側溝にゴミが溜まってしまう。ニーズは他の所にあ
るのに、それを知らずに不必要なボランティアを紹介
されてしまっている、と。

では、具体的にどんなニーズがあるのか。

　佐藤さんは「あくまで陸前高田の米崎小学校仮設住
宅での話」と断った上で続けた。「ここでは、生活す
る上での必要最低限の物資は間に合っている為、仮設
住宅の交流支援が主なニーズとなっています。もちろ
ん自治会などでも交流イベントを開催しますが、内容
が偏ってしまう為、いろんな人に開催してもらえれば
とても助かります。
　それから、仮設で暮らしている住民は極力お金を使
わないように暮らしています。その影響で、栄養価が
低くなる傾向にあるため、時たまの贅沢になるような
ものを支援してもらえると嬉しいですね。ただ、安易
な物資支援は地元の営業を阻害する結果になるので、
買えるもの (日常的に消費するもの) に関しては原則お
断りしています。但し、これはあくまでこの仮設住宅
での話であり、未だに水や食料を必要としている地域
はあります」
　加えて、佐藤さんが懸念されている事を2点だけ挙
げさせて頂く。
　メディア報道が選挙などで徐々に東北からフェード
アウトしていく。注目を浴びなくなってしまうと、国
会予算が削減されてしまうかもしれない。陸前高田は
まだまだ復興できておらず、予算を必要としている。
他の所も程度は違えど同じのはず。
　そして、災害は決して他人事ではないことを肝に銘
じて欲しい。過去のデータを見る限り、被災していな
い都道府県などないのだから。大雨だけで人は死ぬ。
他人事だとは思わず、ちゃんと備えていて欲しい。

新舎 洸司 (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 Editor
　今回陸前高田を訪問して、「やはり遠いな」と
感じた。実質丸1日の活動の為に4泊5日という日
程を費やし、旅費も総額で約5万円に及んだ。活
動をお金で測るつもりはないが、学生の身で継続
的に訪ねることができないのも事実。
　だからこそ、僕らは僕らでできることを頑張る
べきだ。
　震災について思うこと。考えること。被災地に
ついての情報を発信すること。応援すること。そ
してもし、物資支援やボランティアを行う場合、
支援先のニーズをきちんと把握すること。
　ずっと言われてきているように、「細く、長
い、被災地支援」が今求められているように思
う。そして、震災を経験し、多くの人の生活を背
負って復興を目指す佐藤さんの忠告を、肝に銘じ
て遵守することが、犠牲になられた方を追悼する
ことにも繋がるのではないか。災害は、東北だけ
のものではない。それを肝に銘じて、日々備えて
おきたい。

桜ラインについて
桜ライン311公式HP
URL : http://www.sakura-line311.org/

写真＝手作りした飾り物を片手に記念撮影 (とんちゃん提供)



人権週間の市大の取り組み
　大阪市立大学は人権教育に力を入れていること
で有名であり、人権問題委員会、人権研究セン
ター、人権問題センター、障がい学生支援室と
いった、さまざまな人権問題に取り組む部署や委
員会が存在している。
　市大では1999年から毎年、人権週間にあわせ
て、人権フェスティバルや各サークルで人権に関
するイベントや人権講演会が行われる。今年の人
権講演会では、北朝鮮による拉致被害者家族連絡
会元副会長の蓮池薫さんが登壇された。この講演
会は今年で拉致被害者の帰国からちょうど10年、
そして12月10日から一週間の北朝鮮人権侵害問題
啓発週間にあわせて行われるものである。もちろ
ん拉致以外にもさまざまな人権問題があるので、
そのほかの問題についても目を向けなければなら
ない。
　また、12月19日には、学術情報総合センター１
階文化交流室にて、学内のバリアフリー化、障が
い学生支援についての諸問題について考える「障
害のある学生および関連課題に関心のある方々と
の懇親会」も開催された。
　こういった人権に対する取り組みを大学が主体
的に行うことによって、学生や教授らも巻き込ん
で、一丸となって人権問題に取り組むという狙い
がある。

普段の市大の人権に関する取り組み
　人権週間以外の時は、市大は人権に関するどの
ような取り組みを行っているのだろうか。
　人権問題委員会では、新入生向けの人権ガイダ
ンス、春の人権問題講演会、人権啓発冊子「人権
問題の最前線」、「Human人権問題ニュース」、
「人権問題ハンドブック」発行等を行っている。
また、昨年の秋に開設された障がい学生支援室で
は、市大に通う障がいのある学生に関するさまざ
まなサポートを行っている。障がい学生支援室の
主な業務は、障がいのある学生から大学に関する
相談、障がい学生の支援に関わる情報収集や障が
い学生に関する研修会の実施である。これらの業
務などを通して何かサポートできる点を日々探
し、そして学内の改善に努めている。
　今までに学生から寄せられた主な相談は、車椅
子の人の教室移動がしにくい点や通学のための駐
車場の確保といった、大学の設備面や就職や入試
に関する相談やよりよい環境で授業を受けたいと
いった要望などがある。こうした相談に対して、
障がい学生支援室はカウンセラーや入試課、就職
課といったほかの部署とも連携して、コンスタン
トに学生を支援できる体制を整えている。
　障がい者も健常者も、学生全員が楽しい学生生
活を送れるようになること、そして障がいのある
学生もいるということへの理解を深めていく、こ
れが障がい学生支援室の理念であり目標である。

サポートスタッフ募集中
　障がい学生支援室によると、現在、障がいのある
学生をサポートする学生スタッフの登録を受け付け
ている。主な業務は、障がい学生の立場に立って、
責任と思いやりを持って、障がい学生を大学内でサ
ポートすることである。現在までにスタッフに登録
している学生は5名程度で少なく、人手が足りていな
い。当の学生とのマッチングも難しいので、より多
くのサポートする学生を必要としている。興味のあ
る学生はぜひ障がい学生支援室まで問い合わせてほ
しい。

町田和紀 (Hijicho)
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大阪市大と人権

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
大阪市立大学　障がい学生支援室
事務局：学生支援課障がい学生担当 (杉本キャン
パス　学生サポートセンター1階)
TEL：06－6605－2102　　　
FAX：06－6605－3648
E-mail：ocusgs@ado.osaka-cu.ac.jp
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癒しのハワイアンカフェ　Peek a Boo
ドアを開けるとそこは穏やかな空気が漂う常夏の島でした…そんな気分が味わえるのがcafe space Peek a Boo (ピーカーブー)。

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/

Peek a Boo
住所：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子5-12-1　ファンシェープ2号館　1-B号
営業時間：11：00～20：00 (ランチタイム　11：30～15：00)
定休日：日曜日 (不定休 土曜日)
電話番号：06-4981-6487
アクセス：JR阪和線　我孫子町駅　徒歩4分、地下鉄御堂筋線　あびこ駅　3番出口
より徒歩9分

　木のぬくもりを感じる店構え、ハワイアンな内装。このお店は
ほとんどがオーナーの万野 (まんの)さん夫妻の手作りなんです。
ハワイの雰囲気溢れるPeek a Booですが、最初は普通のカフェ
で名前も直感で付けられたんだとか。でも万野さんの「ハワイが
好き」というその想いから今のハワイアンなPeek a Booになっ
たそうです。ハワイで購入したインテリアもあるそうでお店の随
所にこだわりを感じます。メニューもやはりハワイアンテイスト
なものが多いです。今回はランチメニューから1日5食限定の
「ピーカーブーのロコモコ」とデザートメニューから「チョコバ
ナナ　パンケーキ」をいただきました。

　まずはロコモコ。半分に割ると肉汁があふれ出すジューシーなハンバーグです。そのハ
ンバーグととろりとした半熟の目玉焼き、そしてごはんの組み合わせは相性抜群。ロコモ
コのソースといえば味の濃いグレイビーソースが一般的ですが、Peek a Booのロコモコの
ソースはあっさりとしているのでとても食べやすかったです。独特な味のグレイビーソー
スは苦手な人も多いのでPeek a Booオリ　ジナルのソースを使っているそうです。
　デザートメニューはティラミスやキャラメルバナナチーズケーキなどどれもおいしそうで
目移りしてしまいますがハワイと言えばパンケーキ！ということでパンケーキをいただきま
した。 パンケーキは3枚重ねでボリューム満点、バナナとチョコレートソースがたっぷりか
かっています。万野さんが研究を重ねたパンケーキは甘すぎず、しつこくないのでいくらで
も食べれそうです。バナナ、チョコレート、生クリームは最高のコラボレーションと言って
いいほどのおいしさでした。
　Peek a Booの内装や料理へのこだわりには万野さんのくつろいでほしい、居心
地のよいスペースであり続けたいという強い思いが表れています。ゆったりとした
ハワイの音楽が流れる店内は時間の流れまで普段と違うように感じられました。
あなたもぜひPeek a Booのハワイアンな空気に癒されてみてはいかがですか？

谷口さくら (Hijicho)

ピーカーブ―のロコモコ　850円 チョコバナナ　パンケーキ　550円

前回より寄稿していただいているのは上山幸穂さん（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。今回から3回にわたっては上山さん自身の
就職活動の流れを、その時々に感じたことを交えて報告していただ
きます。

毎月20日「部屋取り合戦」
部屋取り合戦とは、課外活動団体がその活動を行う目的
で一時的に使用する教室 (翌月分) を確定する調整会議で
ある。各団体が使用権を求めて舌戦する様子から、部屋
取り合戦と呼ばれることになる。毎月20日 (※20日が休
日の場合は翌日) の16:30から学生サポートセンター内の
学生支援課で行われ、多くの課外活動団体が集結する。

部屋取り合戦の基本的な流れや今年度の
開催日程はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=11331

失われる居場所　2部生インタビュー
来年春に大阪市立大学を卒業される2部生の
松本裕行さん (経4)に、2部とその廃止について
インタビューさせて頂き、当事者の視点からの
意見を伺った。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=11033

寄稿連載 
就職活動に「失敗」したからこそ、伝えたいこと (第2回) 
～ルポ★就活体験記①ー公務員志望から民間志望へ

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=11109

寄稿連載
ワシントン大学留学記(最終回) ～語学以外に
留学で得ることができるものってなんだろう～

アメリカに長期留学すれば程度の差こそあれ英語が伸びるのは皆さ
んも当然想像がつくでしょう。しかし語学以外の面で留学する意
味、メリットというのは経験者にしかわからないものだと思いま
す。それを自分の経験をベースに僕なりに考えて、この場をお借り
して伝えることで、少しでも留学のイメージがつけばと思います。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=11341


