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Hijicho 大阪市立大学新聞

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。

市大と春と私と



新大学構想〈提言〉要綱
　新大学構想会議の基本コンセプトについて、
〈提言〉で次のように述べている。
「新大学では、両大学で重複する分野を見直し、
その資源を戦略的分野に投入するなど、選択と集
中の視点による再編を行うとともに、日本の国立
大学のモデルとなる大学運営システムの改革を実
現する」
　さらにその実現のために次の3つの柱を掲げてい
る。

1.　新たな教学体制の導入、研究組織 (教員組織) 
と教育組織の分離、専門教育重視の「学部」と学
際教育重視の「学域」の並存
2.　選択と集中による教育組織の再編 (市大の学部
と府大の学域の再編、社会人教育の充実、研究・
教育の国際戦略の強化、地域活力強化戦略など)
3.　大学運営システムの抜本的改革 (理事長・学長
のガバナンス強化、教員人事の一元化など)

　このことから新大学の構想は、おおざっぱに
「学部・学域の再編」と「大学の運営システムの
改革」という二つの核から成っていると言えそう
だ。　
　学部・学域の再編についてはご存知の方も多い
と思うが、「地球末来理工学部 (仮称) 」や「国際
経済学科 (仮称) 」、「地域経営学科 (仮称) 」と
いった新しい学部、学科の設置が検討されてい
る。この学部・学域の再編と大学運営システムの
改革については、次回以降に詳しく述べようと思
う。

課外活動への影響は…
　今回注目したいのは、サークル・部活などの課
外活動についてである。〈提言〉では学部・学域
の再編や大学運営システムの改革については触れ
られているが、課外活動については一切言及され
ていない。
　統合により生じる課外活動への影響として、市
大と府大で活動内容の重複するサークル・部活が
どうなるかという問題が考えられる。仮に活動内
容の重複するサークル・部が統合されてしまうの
であれば、伝統ある大阪府市大戦の存続が危惧さ
れる。またキャンパスが各所に点在しており、練
習をどこで行うのかという問題も生じるだろう (例
えば中百舌鳥キャンパスから杉本キャンパスまで
移動する必要があるかもしれない) 。さらには
BOXの利用についても懸念が生じてくる。次項か
ら詳しく見ていく。

(府市大統合による)BOXへの影響に関して
　2012年12月5日に開かれたBOX総会にて承認さ
れた決議書に対する回答書が、2013年2月20日に
返ってきた。決議書では「府市大統合に関して
BOX使用に与える可能性のある影響について」と
して以下のような要望をした。

「府市大統合がなされた場合、そのいかなる理由
があっても、BOX協議プロジェクトと大学側との
間で現在施行されているBOXの配分手続き方法を
継続することを求めます。現在施行されている
BOXの配分手続き方法を変更する統合はしないこ
とを求めます。」

これに対し、回答書では

「課外活動の支援方法については、現段階では市
大府大の統合に向けた検討はなされていない状況
である。今回の要望については、今後の動向を注
視しながら慎重に検討していきたい。」

という記述がされており、BOX使用に関して明確
な保障が確認できない。上記に述べた通り府市大
統合が2016年度に実現されるとすると、利害関係
者との調整を鑑みるに課外活動の取り決めを検討
し始めても時期尚早ではないだろう。いずれにせ
よ統合される場合、大学は課外活動の当事者であ
る学生の声をしっかりと聞くべきであり、そのよ
うな機会を設けることを求める。
　また府市大統合によって四者連絡協議会 (以下、
四者協) が存続できるのか不明瞭だ。四者協が解体
された場合、加盟団体の活動が保障されないのは
もちろんだが、四者協のみが有している大学との
折衝権が失われることも大きな問題だ。大学運営
に学生の声を届ける術を失うことが危惧されるか
らだ。

終わりに
　上記に述べた通り課外活動の点からみても府市
大戦やBOXの保有権等対処すべき問題は山積み
だ。にもかかわらず、構想会議ではこれらの問題に
ついて一切の話し合いが行われておらず、橋下市長
も松井府知事もそれを承認した。こういった問題
に目もくれず、果たして2016年度に統合が実現す
るのだろうか。また実現したとして、当事者である
学生の声を聞かないままで、満足のいく統合にな
るのかどうかも疑問である。統合後の課外活動に
対する仕組みや規定を、学生と一緒になって作り
上げられるような場を、大学は早急に開くべきであ
る。

橋本啓佑 (Hijicho)
石原奈甫美 (Hijicho)
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市大存亡の危機 ～無関心ではいられない～
「市大存亡の危機～無関心ではいられない～」は大阪府市大統合について様々な視点から切り込んでいき、学
生の皆さんに問題意識を持ってもらうことを目的としたコーナーである。第一回は課外活動を取り上げる。大
阪市立大学と大阪府立大学の統合が、2016年度の開校を目標に進められている。2月8日の第18回大阪府市統
合本部会議にて、橋下徹市長と松井一郎府知事の両氏は、新大学構想会議の報告を了承した。

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/

参考
第18回　大阪府市統合本部会議について
http://www.pref.osaka.jp/daitoshiseido/togohonbu/
honbukaigi018.html

関連記事
進む府市大統合構想 ～法改正の実現が鍵 (2012/11/07)
http://hijicho.com/?p=9749



※話しながら普通に歩くスピードで

第1レース：杉本町駅から8号館まで
第一走者：北側の門回り
第二走者：南側の門回り

(予想)
北側の門回りが1番人気だ。南側の門回りがどこまで競って
くるのかがレースのポイントとなりそうだ。
(結果)
北側の門回り　7分35秒
南側の門回り　7分45秒　(信号待ちあり)

おおーっと意外な結果だ！北側の門回りも南側の門回りもほ
とんど変わらない。後はあなたのコーナー運びがレースを左
右する？

第2レース：杉本町駅から1号館門前まで
第1走者：南部ストリート回り
第2走者：南北道路 (仮称) 回り
第3走者：杉本町駅西口回り

(予想)
杉本町駅西口回りがやはり1番人気だ。しかし、期待の新
星、南北道路 (仮称) 回りが存在感を放っている。大穴ある
か？
(結果)
南部ストリート回り　4分45秒
南北道路 (仮称) 回り　4分47秒
杉本町駅西口回り　4分13秒　(踏み切りかからず)

　杉本町駅西口回りが予想どおり優勝！ただ、今回は
踏切に全く引っかからなかったが、いったん踏切に
引っかかると長いので注意が必要だ。特に午前9時前
後は踏切があまり開かないのでその時間は南部スト
リートや南北道路（仮称）を使うほうがいいかもしれ
ない。南部ストリート回りと南北道路 (仮称) 回りはほ
とんど同じ結果に。南北道路 (仮称) が脚光を浴びる日
はやってくるのだろうか…。

　それでは、場所を移して8号館へ。教室まで行くのは階段
を使うほうが早いのか、エレベーターを使うほうが早いの
か。人間の意地と文明の利器の激しいぶつかり合いだ！

第1走者：21歳男性　装備：スーツ、革靴
第2走者：19歳女性　装備：ジーパン、スニーカー
第3走者：エレベーター

第3レース：1階から3階まで
(予想)
3階までは人間が早いのではないかというのが大半の予想
だ。
(結果)
21歳男性 (ダッシュ) 12秒
19歳女性 (ダッシュ) 19秒
エレベーター　25秒

予想どうりここは人間の勝利。ただ思った以上に体力的にき
つく、実際教室に行くまでに息が整わないかもしれない…。

最終レース：1階から4階まで
(予想)
最後を飾るにふさわしい人間の限界に挑むレース。しかしこ
こはエレベーターが1番人気だ。人がどこまで食い下がれる
か。
(結果)
21歳男性 (ダッシュ)  23秒
19歳女性 (ダッシュ)  30秒
エレベーター　31秒

予想を大きく上回り、人間の勝利という結果に。しかし全力
で走った後に授業に集中できるかどうかは疑問が残る。エレ
ベーターを利用するかどうかはあなた次第。

※注意

体力、歩くスピードには個人差がありますので、ご了承くだ
さい。
信号、踏切などルールは守りましょう。

谷口さくら (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/

さあ始まりました、第1回大阪市立大学
ダービー！本日は晴天、主催は大阪市立
大学新聞Hijichoでお送りしております。
果たしてどの道を使えば一番早く校舎に
到着するのか、栄光 (1限目の単位) をつ
かむのはいったい誰なのか、今回それが
明らかに！
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“教科書発行者”への道
―大学生活で特に力を入れたことは何ですか？
　教科書制作ですね。高校生用の電気基礎の教科
書を作りました。2回生の春から教科書の作成を始
め、その10月に教科書検定に申請し、認定された
のが3回生の1月、そして今年の4月から北海道の工
業高校で実際に採用される予定です。昨年12月に
企画された西澤学長との懇談をきっかけに多くの
メディアが取材に来ました。確認できているだけ
で70近くの記事に掲載されましたね。検定に申請
してから知ったのですが、教科書を検定する方が
周りから注目されることなく検定できるように、
申請自体を秘密にしなければならないらしく、認
定されるまでの間は原則秘密にしていました。近
しい友人や家族にはバレてましたが (笑)。

―なぜ教科書を作ろうと思いましたか？
　高校生の時から、従来の教科書は分かりにくい
と思っていたんです。「自分だったらもっと分か
りやすい教科書を作れるぞ！」というのが最初の
思いですね。
　従来との違いは大きく分けて3点あります。一つ
目は、「だ、である調」を「ですます調」にした
こと、二つ目は内容を絞ってコンパクトにしたこ
とです。そして三つ目に最も力を入れたのです
が、磁気の範囲の表現方法を大きく変えました。
本来、N極とS極はどれだけ切り離しても単体で存
在することはないのですが、従来の教科書では計
算上、それが単体で存在すると受け取れるような
表現を採用してしまっていて、私はそれで高校時
代に苦労しました。それはE-H対応と呼ばれる解
釈方法だったのですが、それを大学で採用されて
いるE-B対応による記述で表現しました。かなり分
かりやすくなったと思います。

―なぜ教科書を作ろうと思いましたか？
　高校生の時から、従来の教科書は分かりにくい
と思っていたんです。「自分だったらもっと分か
りやすい教科書を作れるぞ！」というのが最初の
思いですね。
　従来との違いは大きく分けて3点あります。一つ
目は、「だ、である調」を「ですます調」にした
こと、二つ目は内容を絞ってコンパクトにしたこ

とです。そして三つ目に最も力を入れたのですが、
磁気の範囲の表現方法を大きく変えました。本
来、N極とS極はどれだけ切り離しても単体で存在
することはないのですが、従来の教科書では計算
上、それが単体で存在すると受け取れるような表
現を採用してしまっていて、私はそれで高校時代に
苦労しました。それはE-H対応と呼ばれる解釈方法
だったのですが、それを大学で採用されているE-B
対応による記述で表現しました。かなり分かりや
すくなったと思います。

―教科書発行の中で特に大変だったことは何です
か？
　教科書発行に一から携われたのは大きな経験と
なりました。教科書検定の申請方法を調べたり、
東京の文部科学省を訪ねたりと、普通ではできな
い経験だったと思います。一番辛かった時期は3回
生の秋で、教科書の手直し作業でした。101箇所も
の修正点を35日間で修正せねばならず、中でも
「理解し難い表現である」というコメントには心
が折れそうになりました。それでもやり遂げられ
たのは、修正指定箇所を直し切った先にある「教
科書発行者」という憧れと責任感があったからだ
と思います。
　自分の書いているものが高校生の手に渡ると考
えれば頑張れましたし、だからこそ少しでも良い
ものを作らなければならないと思っていました。
これを通して、日本の教科書がいかに厳しく検定さ
れていて、質が高いものかを痛感しました。
　教科書に関しては、大学生としてではなく、教科
書発行者として対応するように心掛けています。
　また、教科書の印刷・製本は全て自己負担です。
検定には合格したけれど、実際に高校が採用してく
れるかどうか分からないというのがとても怖かっ
たです。というのも、採用してもらうには各高校に
見本の800冊を配らなければならず、合計で40万円
近くかかります。その一歩を踏み出すか否かですご
く悩みました。そんな時に背中を押してくれたのは
高校の恩師の言葉でした。
　「自分が思うようにするのが良い。ただの自己
満足で終わってそれでいいと思うならそれでいい
し、折角作ったんだから誰かに読んでもらいたい
のならば配ったら良い。好きなようにすればい
い。」
　その言葉を聞いて、「じゃ、やるか！」と何と
か決心できたんです。採用してくれる高校があって
本当に嬉しかったです。
　ただ、現時点で80万円近く出費しています。大
学の購買部であるシェリーでも販売してくれていま
すが、教科書制度によって定価に上限 (一冊2135
円) が設けられていることもあり、まだまだ赤字で
す。

04

Hijicho 大阪市立大学新聞04 第17号 2013年4月10日

おもろい学生おりまっせ！
第6回～教科書発行者・山下明～

「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。第6回は、工学部電子・物理工学科4回生(2013年3月時点)の山下明 (やまし
たあきら) さんを取材しました。山下さんは個人で初めて教科書を制作し、発行した大学生です。

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＝作成した教科書を持つ山下さん



―なぜ今まで個人での発行がなかったのだと思いま
すか？
　やはり労力だと思います。今までは、活版印刷な
どが基本だったので、労力が非常に大きく、一人で
は不可能だったのではないかと。今ではパソコンで
全てできるので、私も何とかできました。大変な事
には変わりませんが、これから個人で作る人が出て
くるかもしれませんね。また、個人でも教科書を作
れるという事があまり知られていない可能性もあり
ます。高校用の教科書発行における制限は実は皆無
で、申請を行なった時点で私はまだ19歳でしたが、
何の問題もありませんでした。

―今後の展望などはありますか？
この春から大阪府の工業高校の教師として働く予定
ですが、教師をしながらまた新しい教科書を作りた
いです。ただ、現在学部で研究している内容を深く
勉強したいとも思っているので、いずれ高校教師を
休職して博士課程に進もうと考えています。どんな
教科書にするかはまだ考えていませんが、休職する
までに一冊作ることを目標としています。それと、
いずれは自分の教科書を自分の生徒にも使ってもら
いたいです。隅々まで知っているので、非常に使い
やすいと思います。
　夢は色々あります。直近の夢は博士号取得です。
それから、教科書発行者として名を残すことです。
この先数十年掛けて、色んな教科書を作っていきた
いです。また、クラシック音楽が大好きなので、い
つかウィーンのニューイヤーコンサートを聞きに行
きたいです。あと、個人でグランドピアノを買うの
も夢の一つですね。2回生の秋からピアノを始め、
発表会に出るくらいはまってます (笑)。

楽しみは音楽と通訳
―趣味について教えて下さい。
　趣味はクラシック音楽鑑賞とピアノですね。クラ
シック音楽にも色々ありますが、落ち着きたい時は
バッハやモーツァルト、激励されたい時はブラーム
ス、芸術としてはベートーベン、感涙したい時はオ
ペラを聴きますね。また、フンメルのトランペット
協奏曲はノリの良い軽快な曲で、急いで作業をする
ときに合っていると思います。101箇所の修正時に
よくかけていました。ぜひ聴いてみてください。
　流行り歌は知っている世代が偏ってしまったり、
すぐに次の曲が出て色褪せてしまったりしてしまう
のに対し、クラシックは時間を越えて楽しませてく
れる点が魅力だと思います。このクラシック好きが
高じて、自分でもピアノを始めるようになりまし
た。遅咲きの趣味ですが、一生の趣味にしていきた
いです。
　他には、大阪SGG (SYSTEMATIZED GOOD-
WILL GUIDES) クラブという非営利団体で通訳ボ
ランティアをしています。外国人が日本で快適に過
ごせるようにしようという理念で活動しているので
すが、英語の勉強にもなるし、日本の事もよく知れ
るのでとても良い活動だと思っています。月1回く
らいの頻度ですが、外国人と濃密に関われるのが魅
力で、ボランティアで観光ガイドをしている時はま
るで海外旅行をしているような気分になれます。
　映画はそんなに見ないのですが、チャップリンは
好きですね。貧富の差に対して憎悪する感情に共感
してしまい、何度も泣いてしまいます。
　また、故・キュリー夫人をすごく尊敬していま
す。彼女の伝記はぜひ読んで欲しいですね。壮絶な
彼女の人生にとても感銘を受けました。

　それから、私はエリザベスギルバートという小説
家の言葉を座右の銘としています。

”Tis’ better to live your own life imperfectly than 
to imitate someone else’s perfectly”

　訳すと、「他の誰かの完璧な人生を真似るより
も、不完全でも自分自身の人生を生きる方が良い」
といった意味になります。みんながあれをしている
から、自分もあれをしようという生き方ではなく、
どこか他人と変わっていたとしても自分なりの人生
を歩みたいと考えています。

―１回生に戻れたら何をしたいですか？
海外留学したいです。3回生の時に1ヶ月ほどアメリ
カに留学しましたが、その経験で大きく感化されて
SGGにも入りました。英語ができれば、文化の異な
る人たちとコミュニケーションが取れるので、その
楽しさをもっと早く知りたかったですね。もっと早
く行っておけば色々と変わっていたと思います。

―１番大切な感情は何だと思いますか？
他人に対する思いやりですね。他人の為ならいくら
でも頑張れる。他人の為に頑張る時は、自分の為に
頑張る時の限界を越えて頑張れるように思います。
春からは生徒のために頑張りたいし、好きな人がで
きたらその人の為に頑張りたいと思います。

―20万円あったら何に使いますか？
奨学金という名の借金返済や引っ越し代に使いたい
です。それ以外では、ニューヨークのメトロポリタ
ンオペラを見に行きたいですね。往復の飛行機代と
滞在費とチケット代で20万円くらいかなと思いま
す。場所によってオーケストラの音は全く異なるん
ですよ。以前一度聴きに行ったサンフランシスコで
は、まさに人種のるつぼのように色んな民族が集ま
りながらも、まとまった一つの音楽を奏でていて、
感動しました。生で聞いたことはないのですが、
ニューヨークでは派手な音楽が多くて、シカゴでは
金管楽器が特に派手なんじゃないかなと思います。

―市大生にメッセージを。
大学生でいられることに感謝して楽しんでもらいた
いです。なかなか気付かないものだけれど、学生と
いうのは意外と贅沢なものです。貴重な時間なの
で、それを分かった上で有意義に過ごしてほしいで
す。

新舎 洸司 (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/

From Editor
個人で教科書を作る。それはいかほどに大変なことだ
ろうか。この偉業を成し遂げたのが、日本において彼
以外に存在しないという事実がそれを物語っている。
膨大な時間とコストを前にして、彼の背を押し続けた
ものは「教科書発行者」という憧れと責任感、そして
自分自身の生き方で生きようという決意。そんな彼だ
からこそ、「前代未聞」を壁と思わず、目標に向かっ
て突き進むことができたのだろう。周りと合わせるの
ではなく、自分自身で考えた自分の生き方を貫く。そ
の先にこそ「栄光」があると、彼の生き方が語ってい
るように感じた。



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/ 06

Hijicho 大阪市立大学新聞06 第17号 2013年4月10日

機械室

水泳部

AVICAN

倉庫

倉庫
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⑧
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Jazz
研究会

野鳥
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チクラブ

マイコン研究
会

点訳サークル
にょろにょろ

Accord Accord 競技かるた 朝鮮文化研究
会 アイセック 邦楽クラブ

エラオマッセ ジェンダー
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情
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④⑤⑥
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⑧

⑨
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ル連合

空手道部 音楽系サーク
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卓球部 天文部
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映画研究会 美術部青桃会
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【1階】【2階】

南門

北門



2013年度文サ委員長 (所属:CHOVORA!!)
荒谷航平 (経済学部)

石原：文サ委員長としての抱負を聞かせて下さい。

荒谷さん：文サは四者の中で加盟団体が多く、活動の
幅の広さが特徴です。ですが活動の広さ故に個々の活
動を知られていない現状があります。活動を知っても
らえるような取り組みをしたいですね。具体的には人
権週間などで文サとして積極的に取り組んでいきたい
です。また文サのBOXが非常に汚いので、それを清掃
し、清潔さを保てるような仕組みづくりをしていきた
いですね。

石原：ずばり市大は好きですか？

荒谷さん：好きです。落ち着いた雰囲気があるところ
がいいです。ただ、バラバラな印象があるのでもう少
し学生同士が共有できるような活気がほしいです。四
者協執行部として枠を超えたイベントを行いたいで
す。

 

2013年度体育会幹事長 (所属：競技ダンス部)
尾方奈緒美(文学部)

石原：体育会の幹事長としてどのようなことに取り組み
たいですか？

尾方さん：体育会の幹事会は体育会に加盟している部活
を統括すると同時にAED講習会等での医学部との連携
や、体育会OB組織のOCUSA( オキュサ )との関わりも重
要な仕事です。昨年1年間は体育会の役員として幹部の
先輩方の姿を見てきました。今年は私がその立場に立つ
ことになることになります。特に今年は市大が府大戦や
三商戦を仕切る立場にあるので、上手くこなしていきた
いですね。
　体育会の部活はそれぞれの競技に力を入れる一方で、
その競技を行う上で必要な知識も身に付けておく必要が
あります。今年はAED講習会の内容や必要性を事前に説
明して、多くの人の参加を呼びかけたいです。

石原：市大生に一言！

尾方さん：運営側としてより良い行事を創り上げたいの
で市大の行事に積極的に参加してほしいです！

石原奈甫美（Hijicho）
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2013年四者協執行部に突撃
～文サ・体育会編～

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/

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、Ⅱ部サークル協議会と並んで、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機関が四者協だ。2013年度四者協執行部
はどのような人物なのか、前編 (http://hijicho.com/?p=11507) と後編にわたってその核心に迫る。今回は後編
として文サ委員長の荒谷航平さんと体育会幹事長の尾方奈緒美さんにお話を伺った。



―食堂を利用するメリットは何ですか？
　安さだけでなく、安心・安全を徹底しています。
食品添加物の自主基準を設け、賞味期限や消費期限切
れのものは使いません。
　例えば牛肉は、規制解除後も、安全性が確保される
までアメリカ産のものを使わない、など産地にもこだ
わりがあります。
　大阪・兵庫・京都の生協で共同仕入れすることで安
価で提供することができます。
　食堂のメニューは、ただ食べるだけではなく、家庭
食の代行という役割を担っているので、学生の皆さん
には是非利用してほしいですね。

―メニューはどうやって決めているのですか。
　メニュー担当の者が月一回の会議と試食会で決めま
す。
　生協のメニューは、学生の要望を幅広く聞き入れて
いるのが特徴で、学生や内部の団体からメニューを募
集しています。コンテストで選ばれたメニューやTFT
のメニューなどがそうです。また、投書箱を設置して
おり、要望にはできる限り応じます。
　大盛りにすると栄養が偏りやすいので、バランスの
良い食事ができるよう、補食となる小鉢を多く揃えて
います。ただおなかをいっぱいにするのではない、学
生の健康を考えたメニューです。
　生協食堂のメニューでは、赤・黄・緑の栄養が表示
されています。カロリー、塩分なども簡単に計算でき
るので、一般学生にも分かりやすくしています。
　ただ、そういうメリットも知らない人が多いのでは
ないかと思います。宣伝不足が大きいですね。

―ミールカードの効果について教えてください。
　学生は、食費としてお金を渡してもらっても、お菓
子を買ったり飲み会の費用に回したりしがちです。特
に下宿生は、食費を安く済ませようとジャンクフード
を食べたりします。
　そのため、ミールカードはあえて食堂でしか利用で
きないというしばりをつけています。シェリー、プチ
シェリーでも使うことができません。
　また、ミールカードで食べた履歴 (食事内容、食事時
間) は報告書として親に送られます。ミールカードの記
録は自分にも送ることができるので、自分の健康管理
にも役立ちます。
　ミールカードについての親のアンケートの評価は良
いですね。
　また、ミールカードを使うことでバランスよく食べ
られます。ミールカード利用者の利用額平均は420円
で、ミールカードを使っていない学生よりも約80円高
いです。つまり、小鉢一皿ほどを加えたバランスの良
い食事を取っている人が多いことになります。
　ミールカードを導入している大学では、朝食営業も
しています。生協が親から出資金を預かっている責任
があるので、朝食も提供します。

―今後の展望は。
　メニューコンテストなどを開催し、学生にももっと
積極的に参加してもらいたいですね。そのために、宣
伝が課題だと思います。
　市大生協のHPは、かなり力を入れているので是非活
用してもらいたいです。食堂の情報だけではなく、大
学生活に関する有益な情報も多いですよ。

長澤彩香 (Hijicho)

※TFTメニュー…TABLE FOR TWOの仕組みを取り入
れたメニュー。メニュー価格に含まれている寄付金に
より、アフリカの子どもたちに給食が贈られる。

09

Hijicho 大阪市立大学新聞09 第17号 2013年4月10日

生協食堂に迫る

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/

大学生になり、学生食堂を初めて利用する新入生も多いかもしれない。そこで、食堂を利用するメリットやより賢い利用方
法を、大阪市立大学生協食堂チーフの岩佐さんにお聞きした。

関連リンク
大阪市立大学生活協同組合ホームページ
http://osaka-cu.hanshin.coop/



　大阪市立大学では、自転車通学等で構内に駐輪する
場合、登録料1000円を払い自転車登録を行う必要があ
る。その自転車登録が4月1日 (※新入生は4月8日) よ
りスタートしている。なお昨年度登録している学生も
再度料金を支払い更新を行う必要があるので注意しよ
う。

　なおこの登録料は、構内自転車整理にかかわる経費
に充当され、有効に活用される。
　忘れずにきちんと自転車登録を行い、安全かつ快適
に自転車を使おう。

町田和紀 (Hijicho)
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新年度の自転車登録はじまる

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/

自転車登録　概要
対象：杉本キャンパス構内に駐輪する自転車
目的：構内の安全な通行の確保をはじめ、緊急車両の
進入路や災害時の避難場所の確保のための放置自転車
をなくす取り組み
期間：4月1日 (新入生は4月8日) ～4月30日
登録料：1000円 (年間)
登録方法：学術総合センターまたは学生サポートセン
ターにある「証明書自動発行機」で自転車登録用在学
証明書 (１通１０００円) を購入後、経営管理課分室 
(田中記念館１階) 窓口へ自転車登録用在学証明書を
持って行き、登録証と呼ばれるシールを発行してもら
い、そのシールを自転車後方のよく見える場所に貼
る。

注意点
・この自転車登録は年度ごとに更新が必要。
・年度途中の登録や解約の場合でも登録料の減額、払
い戻しは一切行わない。
・登録期間が終了すると、登録証のない自転車には、
大阪市立大学杉本地区構内交通規制実施要項に基づ
き、定期的にチェーンによる施錠措置が講じられる。
・紛失などで再発行を行いたい場合は１号館１階にあ
る経営管理課管財担当の窓口まで行き、再発行の手続
を行うこと。ただし、その際に登録料1000円が再度必
要となる。また登録証に書かれている番号や登録した
日付を控えておくと再発行の手続きをスムーズに行う
ことができる。

関連記事
大学での自転車駐輪が有料に
 (http://hijicho.com/?p=814) 
(2011年7月8日)

自転車駐輪シールを盗られたら
 (http://hijicho.com/?p=2330) 
(2011年11月7日)

訂正・おわび
大阪市立大学新聞１月号　「 大阪市大と人権 」　の記事内
において、いくつかの誤りがありました。
以下の通りに訂正するとともに、おわび申し上げます。

大阪市立大学新聞１月号　７面　「 大阪市大と人権 」 
左側2行目　(誤)人権研究センター(正)人権問題研究センター
　   3行目　(誤)人権問題センター　　　(正)削除
　   7行目　(誤)人権フェスティバルや　(正)削除
      8行目　(誤)行われる
　　　        (正)行われており、人権問題委員会では人権  
                      フェスティバルが開催されている。
      9行目　(誤)…権講演会　　(正)…権フェスティバル
     10行目 (誤)副会長　　　　　　  　 　(正)副代表
　　　          (誤)蓮池薫　　           　     (正)蓮池透



　カ
ウンター席に加え、テーブル席も多く設けられている
店内は、空間的にゆったりとしており、少し暗めの照
明がお洒落なムードを演出してくれる。内装には特別
なこだわりはないそうだが、店内にある置き物や本の
中には常連のお客さんからいただいたものも多いとい
う。

　今
回、筆者は「海の幸の焼きリゾット」をいただいた。
メイン料理の他に、パスタ、ピッツァ、デザートなど
メニューが豊富なので、ランチにもディナーにもオス
スメだ。日替わりランチや各種コースメニューもあ
る。

　季節ならではの食材として、大きなホタテやイカ、エビ、
アサリなどの海鮮が贅沢に盛りつけられ、そこにトマトのマ
イルドさがアクセントを添える。お米にこれら素材の味が
しっかりしみ込み、口の中いっぱいに海の幸の香りが広がる
逸品だ。イタリア料理と聞くと、油っぽいというイメージを
持つ方も多いかもしれないが、ボーノボーノではその点を考
慮し、体にやさしく食べやすいイタリア料理の提供を心がけ
ている。また、この日は熱々を楽しんでほしいということ
で、鉄板に盛り付けて「焼き」リゾットにしてくれた。オー
ナーは、このような「季節に合わせた素材とおもてなし」に
こだわり続けてきたという。
　福井県で生まれ育ち、料理人として、神戸などで修業を積
んだオーナーが、あるとき知人に譲り受けたお店がボーノ
ボーノだった。見知らぬ土地で手探りに近い状態でお店を営
み始めて12年が経つ今、ここまでやってこれたのは地域のお
客さんのおかげだとオーナーは振り返る。料理だけではな
い、お客さんとのコミュニケーションを積み重ねていく中
で、次第にこの土地の人のあたたかさを実感し、またそれに
支えられてきた。「あなたの第2の家」という言葉には、地
域の方が気軽に毎日でも訪ねてきてくれるようなお店であり
たいというオーナーの想いが表れている。
　店名に使われている「ボーノ」とはイタリア語で「おいし
い」という意味の言葉だ。オーナーは、今後も幅広い世代の
心をつかむおいしい料理とおもてなしに磨きをかけながら、
「今のお店を守り続けていきたい」という想いと同時に、
「福祉施設のレストランで働き、高齢の方にも喜んでもらえ
る料理を提供したい」という夢があるそうだ。体にやさしい
自然のものを食べてもらっておいしいと言われると良かった
と思えるし、必要とされていると実感できる場だと感じる。
そして、何より子どもや高齢の方が食べてくれるのがうれし
いと笑顔で語ってくれた。
　季節に合わせた素材をふんだんに用いた料理と細やかなお
もてなしは、身も心も満たしてくれ、毎日でも来たくなると
いう魅力に溢れている。そんなボーノボーノで手軽にイタリ
アンを楽しんでみてはいかがだろうか？

島田隼人 (Hijicho)
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「ただいま！」が似合うイタリアンカフェ　
ボーノボーノ

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/

「あなたの2番目の家でありたい」̶̶。そう語るのは、我孫子 (あびこ) の町中でお店を構えるひとりの料理人。今回訪れ
たのはイタリアン・キッチン「ボーノボーノ」というお店だ。地下鉄御堂筋線あびこ駅からあびんこ商店街を通り、北へ3分
ほど歩いたところにある。「毎日食べても飽きないイタリアン」をコンセプトに、野菜を多く取り入れたイタリア料理を地
域の方に振る舞い続けて12年になる。

写真＝ボーノボーノ正面より　(谷口写

写真＝ボーノボーノ店内　(谷口写す)

写真＝海の幸の焼きリゾット 1680円　(谷口写す)

ボーノボーノ
住所：〒558-0011 大阪市住吉区苅田5-17-17 コーポみやざき
1F
営業時間：ランチは11:30～14:30 / ディナーは17:30～21:30
定休日：水曜日
座席：27席(カウンター7席･テーブル20席)
電話番号：06-6696-0705
アクセス：地下鉄御堂筋線あびこ駅から徒歩5分



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/ 03
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Hijicho 大阪市立大学新聞08 新入生特別号 2013年3月15日

連絡先
■ 代表・橋本啓佑(文4)
poppu69.graphy@gmail.com / 090-5667-1393
■ 新歓担当・石原奈甫美(経3)
chocobeatdy@gmail.com / 080-4019-0130

新メンバー募集中
■ Hijicho Web : http://hijicho.com
■ Twitter : http://twitter.com/hijicho/
■ Facebook : http://www.facebook.com/hijicho

Hijichoの活動に興味のある方は
こちらまでご連絡ください。
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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/


