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　第3回長居バルが、5月25日(土)～26日(日)にか
けて行われる。バルとは、街を上げての食べ飲み
歩きイベントである。参加者は4枚綴りのチケット
を買い、飲食店を回り、各店舗でドリンクとフー
ドのセットメニューを味わうことができる。余っ
たチケットでおみやげを買うこともできる。イン
ターネットの検索では出てこない穴場のような飲
食店を発見できるかもしれないし、普段歩かない
街を歩くことで、地域に対する愛着も湧くだろ
う。
　第3回となる今回は約30もの店舗が参加するほ
か、大阪市立大学の学生も多く関わる。今までで
最も規模が大きく、参加者の層も広い。イベント
に参加する市大生の声を集めてみた。

イベント運営に関わる市大生
　ボラカフェ (大阪市立大学ボランティアセン
ター) は、主に市大での宣伝担当と当日のバルス
タッフの2つの役割で関わる。
　「市大のサークルが地域の活動に参加すること
は、素晴らしいことだと思います。それだけ地域
の人が市大生の参加を楽しみにしているというこ
とですし、これからも積極的に参加して欲しいで
す。長居バルは、今回から新たに始まるサブイベン
トもあり、今までで最高の長居バルにします。皆
さんも楽しみに来てください！」とボラカフェの
中村誠都さん (生・2) は語る。

ここでしか見れない、音と絵のコラボ
　美術部青桃会とJAZZ研究会は、前回に引き続
き、音楽とライブアートのコラボを披露する。
　美術部青桃会の池崎沙耶加さん (生・3) は、「去
年ボラカフェからお話を頂いたのがきっかけで、今
年もライブアートをさせてもらえることになりまし
た。ライブアートの面白さをみなさんに伝えること
ができたらいいなと思います。学内だけでなく、学
外でイベントをしてたくさんの人に見てもらえるこ

とはとても貴重なので、どんどん地域のイベントに
参加していきたいです。また、市大の部活、サーク
ルが参加しているイベントは他の市大生も興味を持
つだろうし、とてもいいと思います。」と言う。
　JAZZ研究会の根岸勇人さん (文・3) も、「長居バ
ルは、学校から近いので、JAZZ研としても参加しや
すいというのが魅力です。学内の人だけでなく一般
の人にも見てもらう良い機会なので、出演を決めま
した。大阪市立大学は、地域に根ざした大学です。
地域のみなさんも親近感を持ってくれているので、
学生側からも積極的にアプローチしていくのがよい
思います。地域の人には、学祭などを通じて知って
もらいたいですね。文化系サークルや音楽系サーク
ルは、学外での成果を上げやすい体育会のサークル
と比べて、学内でのイベントにとどまることが多い
ので、このように学外でやるのはよいことで、むし
ろこちらから声をかけてもよいくらいだと思いま
す。ジャズの演奏にも通じることなのですが、お互
いに関わり合うことが大事だと思います。」と、長
居バルに寄せる想いを語った。
　住吉区についてどう思うかを尋ねたところ、「活
気があって住みやすい町だと思います。隠れ家的な
お店が多く、自転車に乗ってぷらぷらーっと探検し
たくなりますね。」と池崎さんは言う。
　根岸さんは、「市大生は、住吉区と言ってもよく
わからないですよね。杉本町、あびこくらいは知っ
ていても、住吉区の他の地域はあまり知られていな
いです。でも、住吉区の地域の方は、市大を認識し
てくれていると思うので、市大生ももっと地域のこ
とを認識しても良いのではないでしょうか。長居バ
ルは、そういう機会の一つになると期待していま
す。」と言った。
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アカペラの生演奏も
　アカペラサークルAccordは、1日目の25日(土) 
15：00から、長居バル本部横でアカペラライブを
行う。今回は3組のバンドがそれぞれ曲を披露する
予定だ。
　市大のサークルが地域のイベントに参加すること
について、Accordの中田有香さん(法・3) は、「大
学という枠内にとらわれず、多くの人と交流するこ
とから学べるものはたくさんあると感じます。“講
義”という勉強だけでなく、社会を知るといった勉
強が身近でできるという意味で、学生にとって意義
のあることだと思います。住吉区は、そのような機
会も多く、学生にとって恵まれた環境であると感じ
ます。Accordとしても、アカペラを知らない人の前
で披露することで、より多くの人たちにアカペラを
しってもらいたいと思い、参加させていただきま
す。今までに参加させていただいた地域のイベント
では、終了後に「よかったよ！」などと声をかけて
いただく事が多く、それがとても嬉しくて、という
ことも理由の一つです。」と言う。

手作りスイーツのおみやげを
　フタマル ～TABLE FOR TWO 大阪市大～ は、
おみやげバルとして本部横に出店する。おみやげバ
ルとは、チケットを持ち帰り用のお菓子やパンに交
換できるもので、フタマルは手作りのスイーツを出
品する。売り上げの一部は TABLE FOR TWO を通
じてアフリカに寄付され、アフリカの子どもたちの
給食になる。
　フタマルの広田栞さん (生・3) は「このような外
部のイベントに出店することで、 TABLE FOR 
TWO の仕組みを学生だけでなく地域の人にも知っ
てもらうことができるので、素敵な機会だと思いま
す！ TFT は一般の商品にも取り入れられている仕
組みですが、学生がやっているということで注目し
てもらえ、知ってもらうきっかけになるのではない
かと思います。住吉区には、このような地域と大学
生が関わるイベントが数多くあり、学生の活動を
知ってもらうことができるので、いいと思います。
これからもこういう活動が出来ればいいですね。」
と言う。

イベントを通じて、ちょっとしたボラン
ティア
　CHOVORA!!は、ごみ拾い、エコキャップ回収、
フェアトレードという3つの活動を長居バル中に行
う。
　ごみ拾いチームは、25日(土) 13時～13時45分、
「クリーン大作戦」と称して、飲食店の方や地域の
方を巻き込んで長居バル本部周辺のごみ拾いを行
う。担当の上田浩史さん(工・3)は、「ごみ拾い
は、長居バルの宣伝も兼ねており、前回の長居バル
にも参加しました。地域の人と活動するのはあまり
ない機会なので、活動の幅が広がります。

有名な言葉で、『一回でもごみ拾いした人はポイ捨
てしない』というのがあるんですが、この機会に普
段することがない人たちにも体験してもらいたいと
思いますね。」と言う。
　エコキャップチームは、本部に回収ボックスを設
置し、エコキャップについての説明やビラの配布を
行う。担当の池田愉歌さん (文・3) は、「前回、他
の地域のイベントにも参加したのですが、地域の人
もエコキャップの回収にとても協力的でした。 (回
収ボックスを) 出さなかったら『今年はやっていな
いのか』と尋ねられたこともあったので、できるだ
け地域のイベントには参加するようにしています。
学生も活動したくて場を探しているし、地域として
も学生によってイベントがにぎやかになる。需要が
合致し、お互いにメリットがあるならいいことだと
思います。エコキャップという簡単な行動を通じて
のボランティアに地域の人が協力してくださるのは
嬉しいです。」と思いを述べた。
　フェアトレードチームは、おみやげバルとして雑
貨や食品などのフェアトレード商品を販売する。
「CHOVORA!!として、長居バルを通して地域の方
と関わり、つながりを増やしていきたいですね。特
にFTチームとしては、フェアトレードを地域の方々
に知ってほしいという想いと、実際におみやげバル
のチケットをフェアトレード商品と交換してもらっ
て、発展途上国の力になってほしいという想いがあ
ります。」と担当の井上智世さん (商・3) は言う。

　「住吉区は自分たちで営業している店同士、地域
同士のつながりを作ろうとしているのを感じます。
自分たちの仕事を通じて地域を盛り上げる姿勢は素
敵です。大学生にも手厚くサポートしてくれるのは
当たり前ではなく貴重なことだと思うので、地域の
人の期待に応えられるように頑張りたいですね。」
と池田さんは言う。

　市大生も多く参加する今回の長居バル。是非足を
運んで、楽しんでほしい。

長澤彩香 (Hijicho)

Hijicho 大阪市立大学新聞03 第18号 2013年5月8日

03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/

イベント概要
<日時> 2013年5月25日(土)・26日(日) 15:00～
<場所> JR長居駅・地下鉄長居駅周辺
チケット 1冊 4枚綴り／前売り券：2,800円 
(当日券：3,300円)

詳細
長居バル (http://nagaibar.com/)
チケットの購入方法なども、こちらからご覧
いただけます。
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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。本学では、自宅から通学している学生の多くが、阪和線または大阪市営地
下鉄御堂筋線を利用しているだろう。今回は、1956年 (昭和31年) 5月25日発行の「市大新聞 第84号」か
ら「もっと便利にならないものか 大学までの交通機関」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、一部修正を加えてある。

Hijicho 大阪市立大学新聞04 第18号 2013年5月8日

04

温故知新
旧市大新聞をたずねて vol.7

「もっと便利にならないものか 大学までの交通機関」 

無理か急行停車 全三輌でラッシュ緩和
　阪和線は杉本校舎に通学している学生約二千五百人と教職
員約五百人が利用している。今年の三月までは商経法文の専
門課程だけで人数が少なかったのであまり問題にならなかっ
たが最近では学生間で色々問題になってきている。天王寺ー
杉本町間の電車が遅すぎる。もっと早くならないものか。踏
切を渡らないでもよいように、改札口を駅の裏に作ってくれ
ないだろうか等々である。
　天王寺-杉本町間の普通電車は十三分かかっている。もしも
杉本町駅が急行停車駅になると七分ですむとのことである。
このことに関して天王寺鉄道管理局の輸送係長は次のように
述べている。普通電車で二〇分で行ける範囲は急行を停車し
ないことにしている。天王寺-金岡 (現・堺市駅) 間は十六分
でいけるのだが乗客数が多いので例外として認めているので
ある。今のところ杉本町の乗客数が金岡より多いとは認めら
れていないので急行を停車させるわけにはいかない。金岡で
は急行に乗れば八分で天王寺まで行けるので乗客がどうして
もこれに殺到するのだが杉本町に停車することになると本当
に殺人電車ということになるであろう。

見通しつかぬ地下鉄延長
地下鉄一号線 (現・御堂筋線) は今西田辺まで来ている。将来
的には杉本町まで伸びることになっているがそれはいつのこ
とであろうか。西田辺から杉本までの距離二・七三キロであ
るがこれに要する金額は約三十六億八千万円と見積もられて
いる。大阪市の高速鉄道路線 (いわゆる地下鉄) の十カ年計画
によるところの西田辺-杉本町間の公示だけでなく一号線の
南方垂水ー梅田間、三号線 (現・四つ橋線) の花園町-玉出
間、四号線 (現・中央線) の大阪港-森之宮間、五号線 (現・
千日前線) の野田-今里間が予定されているのである。これに
要する総工費は二百五十二億であるから市の側も慎重になら
ざるを得ないだろう。
　高速度鉄道延長計画について、交通局建設係長は次のよう
に語っている。市交通局では、大阪市の発展に対応して、こ
の十カ年計画を立てているのであるが、このうち既定計画と
して実行に移され様とするのは今のとこ岸の里-玉出間のみ
で、その他のものについては、どこを真先にやるかというこ
とは、ほとんど見通すことは出来ない。西田辺-我孫子の延長
計画も、十カ年計画の中にはあるが、いつ頃までに完成され
るかは、わからない。唯長居あたりまでは案外早く着工する
ことになろう。

画像=大阪市内交通図 (市大新聞 第84号掲載) 



現在の阪和線と地下鉄御堂筋線
　この記事は、約60年前の大学までの交通機関の実
態について論じたものだ。 現在の阪和線、地下鉄御
堂筋線の運行形態や杉本町駅・あびこ駅までの所要
時間を見てみよう。

阪和線
　1956年当時と同じく、杉本町駅は普通電車のみの
停車で、天王寺駅-杉本町駅間の所要時間も大きく変
わってはいない (下記参照) 。運行形態は、天王寺駅
発鳳駅方面行きの普通電車が、平日の7時台は6本、8
時台は8本、9時台は6本運転されている。日中時間帯
は、天王寺駅-鳳駅間で1時間あたり4本の普通電車が
運転されている。

地下鉄御堂筋線
　この記事が書かれた1956年当時、御堂筋線は梅田-
西田辺間でしか開通していなかった。その後、1960年 
(昭和35年) に西田辺駅-あびこ駅間が開業。1987年 (昭
和62年) にあびこ-なかもず駅間が開業し全通する。
　現在の運転形態は、2つの運転系統があり、千里中央
駅-なかもず駅間の直通列車と新大阪駅-天王寺駅間 (朝
夕の一部と深夜帯は中津駅やあびこ駅、新金岡駅で折
り返す) 折り返し列車が原則として交互に運転される。
それぞれ朝は約4分、日中は約8分、夕方は約5分、夜
は約10分間隔で運転される。天王寺駅発あびこ駅方面
行きの電車が、平日の7時台は9本、8時台は14本、9時
台は18本運転されている。

　ダイヤの比較は左記の通りだ。所要時間 (あびこ駅か
ら杉本キャンパスまでの移動時間を15分、杉本町駅か
ら杉本キャンパスまでの移動時間を5分と想定した場合) 
に関してそれほど大きな違いはないが、運転本数に関
しては御堂筋線のほうに分があると言える。しかしな
がら、阪和線・御堂筋線以外の路線も利用する場合
は、その路線などとの兼ね合いもあるため、どちらの
方が利便性がよいかは一概には判断できないところ
だ。 なので、自身が利用する他の交通機関との連絡、
定期券の料金など、様々な点から総合的な判断を行
なって、どちらを利用するか選ぶのが賢明だろう。

阪和線に関する問題 ～阪和線遅延問題～
　この記事では、杉本町駅への急行停車を望む声につ
いて掲載されていた。現在でも、杉本町駅に快速電車
が停車するようになれば、学生を始めとする利用者の
利便性の向上につながるだろう。実際、杉本町駅の1日
あたりの平均利用者数は8,953人であり注1、阪和線の
普通列車のみ停車する駅では利用者数が最も多い。し
かしながら、他の停車駅との兼ね合いや、杉本町駅の
ホームは6両編成までしか対応ができないため、8両編
成の快速を停車できるようにするためにはホームを延
長する必要があるなど、快速停車の実現は難しいとい
うのが実状だろう。
　むしろ現状では、頻繁に発生する阪和線の遅延の方
が、学生にとっては大きな問題だ。実際Hijichoの
Twitterアカウントでも、阪和線で大幅な遅延が発生し
た場合、それに関する情報を発信している。
　なぜ遅延することが多いのか、阪和線内での事故や
故障も原因だが、阪和線を走る列車には他のJR路線に
直通する列車が多く、他の路線の遅延が阪和線内に持
ち込まれやすいというのも大きな原因である。例え
ば、大阪環状線に遅延が発生すると、関空快速・紀州
路快速や特急はるか、特急くろしおなどの大阪環状線
を走る阪和線直通電車が遅れ、その遅れが阪和線内に
持ち込まる。さらに阪和線の過密ダイヤも相まって遅延
が長引いてしまうのだ。

(注1) 参照：平成24年度大阪府統計年鑑 (平成25年3月
刊行) 第9章　運輸及び通信
(http://www.pref.osaka.jp/toukei/nenkan/tn2012-
index.html)

学生にできる対応策は?
　このような阪和線の遅延問題に対して、学生はどのよ
うに対処していくべきなのか。遅延に関する情報をな
るべく早くキャッチし、遅延の影響を回避できるよう
に行動するのが良いだろう。例えば、Yahoo Japanが
提供している「Yahoo Japan　路線情報 (http://
transit.loco.yahoo.co.jp/traininfo/top) 」では、運行情
報メール設定をすると、自身が登録した路線に遅延が
発生した場合、路線の運行情報がメールで送られてく
る。他にも「JR西日本 近畿エリア運行情報 (http://
trafficinfo.westjr.co.jp/kinki.html)」や「NAVITAIME 
運行状況/混雑状況 (http://www.navitime.co.jp/
train/)」など様々なWebサイトで遅延情報は提供されて
いる。事前に遅延に関する情報をキャッチして、早め
に家を出たり、振替輸送を利用するなどの行動を取
り、遅延の影響を最小限に抑えるようにしよう。遅延
の影響を受けて、どうしても講義等に遅れてしまう場合
には、遅延証明書をもらい、提出するようにしよう。

鶴木貴詩 (Hijicho)
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大阪駅・天王寺駅から杉本町駅までの所要時間
(※ 所要時間の一例として、1限目に間に合う列車を取
り上げる。)

・大阪駅 08:07発
↓ (大阪環状線内回り経由)
・天王寺駅 08:29着
(乗り換え)
・天王寺駅 08:33発
↓
・杉本町駅 08:45着

所要時間 38分

※あくまで目安である。大阪環状線での乗車列車、天
王寺駅での乗り換え時間、鶴ケ丘駅での快速の通過待
ちなどで、所要時間は前後する。
参照：西日本旅客鉄道・鉄道のご案内
(http://www.jr-odekake.net/railroad/#eki)

梅田駅・天王寺駅からあびこ駅までの所要時間
・梅田駅 08:04発
↓
・天王寺駅 08:20発
↓
・あびこ駅 08:28着

所要時間 24分

※ あくまで目安である。梅田駅でどちらの運転系統に
乗るかによって所要時間は前後する。

参照：大阪市交通局 地下鉄時刻表 御堂筋線
(http://kensaku.kotsu.city.osaka.lg.jp/subway/dia/
rosen/roseneki1_1.html)



　「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。第二回は統
合に関するアンケートの結果から、学生の統合に
対する意識の持ち方に焦点を当てた。
　アンケートは2013年3月29日の第4回意見調整会
議参加学生、4月26日の一部の一般教養科目受講
生に対して実施し、212人分の回答が回収できた。
ここから学生の統合に対する意識の持ち方を検証
する。

統合について賛成/反対/どちらでもない
　まずは統合につて賛成・反対・どちらでもない
のどの考えにあたるか質問した。結果は以下のと
おりである。

□賛成　45人
□反対　90人
□どちらでもない　77人
　
　反対が一番多い結果となったが、どちらでもな
い・賛成も決して少なくはない。

では賛成/反対の理由について見てみよう。

「賛成」
□日本で最大規模の公立大学となる　35人
□統合することでシナジー効果が生まれる　13人
□偏差値によい影響を与える　4人　
□大学間競争に勝ち残れると思う　8人　
□グローバル化がすすむ　7人　　　
□その他　2人

「反対」
□文理でキャンパスが異なる　33人
□学部の再編が行われる　42人　　　　　　　　
□課外活動に影響が出る恐れがある　29人
□教授が辞めてしまう恐れがある　10人　　　　
□偏差値に悪影響を与える　21人
□その他　17人

　賛成の理由としては、「日本で最大規模の公立
大学となる」が最も多かった。統合により単純合
計での学生数は16,691人となり、2005年に4つの
大学が再編・統合されてできた首都大学東京の
9,395人を大きく上回る。しかし学部再編などの影
響により、教員一人当たりに対する学生の数が増
える (少人数教育への影響) といった事態が起こる
ことも考えられる。とすると、今後募集する学生
数についても調整がなされることが考えられ、学
生数が最大規模になることを安易にメリットとす
ることはできないだろう。
　賛成票として「シナジー効果が生まれるから」
が次に多かった。両大学のそれぞれの強みを活か
して、シナジー効果、つまり相乗効果を生み出すこ
とが期待できるわけである。学術面での期待がさ
れており、市大が基礎分野研究が盛んなのに対し
て、府大は学際的・応用分野の研究が盛んである
ことから、それぞれの強みを生かした教育をでき
ると考えられている。その目玉のひとつが両大学工
学部の強みである、建築、土木、海洋、航空など
の部門の統合とともに、ナノ、創薬、医工連携など
の未来分野を充実させ、理学部・工学部の融合し
た「地球未来理工学部 (仮称) 」の設置である。
　賛成のその他理由としては、「理系の強化につ
ながる」、「市大は文系が強く、府大は理系が強
いので、競争力が強化される」といったものあげ
られた。
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第二回・市大存亡の危機
～無関心ではいられない～

アンケート内容

アンケート内容は以下のとおりである。

1.府市大統合についてどう考えるか。
□賛成　□反対　□どちらでもない

2.賛成の理由 (複数回答可) 。
□日本で最大規模の公立大学となる　□統合す
ることでシナジー効果 (相乗効果) が生まれる　
□偏差値によい影響を与える　□大学間競争に
勝ち残れると思う　□グローバル化がすすむ　　　
□その他

3.反対の理由 (複数回答可) 。
□文理でキャンパスが異なる　□学部の再編が
行われる　□課外活動に影響が出る恐れがある　
□教授が辞めてしまう恐れがある　□偏差値に
悪影響を与える　□その他

4.現在のクラブ・サークル活動に影響があると
思うか。具体的にどのような影響があると思う
か。
□よい影響を与える　□悪い影響を与える　□
特に影響はなし

5.「新大学構想＜提言＞ 」を知っているか。
□知っている　□知らない

6.「新大学構想＜提言＞ 」 を読んだことがある
か。
□読んだことがある　□読んだことがない

7.「新大学構想＜提言＞ 」 を読んでどのように
思ったか。
8.府市大統合問題について知りたいと思うこ
と・関心のあることは何か (複数回答可) 。
□学部によってキャンパスはどうなるのか　□
学部再編　□教員の処遇・異動　□研究内容　
□カリキュラム　□新大学名　□予算　□その
他



　続いて反対の理由についても見てみよう。反対
理由では「学部再編」が最も多い。「地球未来理
工学部 (仮称) 」の新設の他に、地域保健学域 (府
大) と生活科学部 (市大) を再編した「人間 科学域 
(仮称) 」、「獣医学部」の設置などが考えられて
いる。これらの再編からは単純に良い効果ばかり
は期待できない。例えば先ほど述べたように少人
数教育への影響があれば、せっかく教育内容が充
実されても意味がない。
　「文理でキャンパスが異なるから」が次に多
かった。キャンパスが異なると、異なるキャンパ
スに通う人とのかかわりが薄くなってしまうこと
が懸念される他、前回述べたように課外活動に伴
う移動でのデメリットも考えられる。

統合による課外活動への影響 (良い影響/悪
い影響/影響はない)
　今度は課外活動に対する影響について学生の問
題意識を探ってみる。

□良い影響　60人
□悪い影響　80人
□影響はない　72人

　統合によって課外活動に影響が出ると回答した
人は約63％。良い影響の回答には規模の拡大に
よって課外活動団体のメンバーが増え、多様な学
生間交流を期待する声が強い。一方で統合すると
なるとキャンパスが隔離される可能性が高く、課
外活動への影響を心配する声もある。また各団体
の伝統が不明瞭になったり活動形態が変化したり
することを恐れる意見もあった。大阪府市大統合
での課外活動への影響については「市大存亡の危
機vol.1」を参照して頂きたい。

新大学構想〈提言〉 (知っている/知ってい
ない)
　次に新大学構想〈提言〉についての認知度を調
査した。

□知っている　64人
□知らない　148人

　新大学構想〈提言〉を読んだことがあるかどう
かも同時に調査した。

□読んだことがある　12人
□読んだことはない　200人

　新大学構想＜提言＞とは統合後の新大学像を提
言としてまとめたものだ。大阪府と大阪市による
共同の附属機関として設置された大阪府市新大学
構想会議で決定された。今回のアンケート結果で
は既読者が非常に少ない。しかしながら市大の行
く末を論ずるのに欠かせない資料であり、市大生
にはぜひ一度熟読して頂きたい。

新大学構想〈提言〉：http://www.pref.osaka.jp/
attach/16822/00000000/honpen.pdf

統合について関心があること
　最後に、統合について学生たちがどのような点
に関心を抱いているかも調査した。

□学部によってキャンパスはどうなるのか　125人
□カリキュラム　45人
□新大学名　71人
□学部再編　98人
□研究内容　23人
□教員の処遇・異動　21人
□予算　16人

　「キャンパス」に対して最も関心が高い結果と
なった。やはり異なるキャンパスに通う人同士の交
流が希薄になることや課外活動への影響、自分が
どこのキャンパスで学ぶことになるのか (今のキャ
ンパスから移動することになるのか)。「カリキュ
ラム」や「学部再編」、「研究内容」、「教員の
処遇・異動」などは大学での学びに関わる重要な
項目である。学生たちが関心を持つのももっとも
である。
　このように学生も統合に際して様々な面で関心
を持っている。だからこそ〈提言〉を読んだこと
のない学生は、一度〈提言〉に目を通してほし
い。そこから全てが分かるわけではないが、統合
についての構想がある程度まとめられている。皆さ
んの関心に対する答えもある程度分かるだろう。

アンケート結果から
　今回のアンケート結果から、統合に対して賛成反
対のどちらでもないや、課外活動に対して影響はな
いと考える学生も多かった。これは、統合におい
てメリットもデメリットもともにあるのだから判
断がつけられない、ということが理由として考えら
れるだろう。しかし、〈提言〉を読んだことがな
い・知らない学生の数が多いことを考えると、統
合に関して得ている情報が少ないことも関係してい
るだろう。新大学開校が予定される2016年まで残
り3年であるが、統合するのであれば、よりよい統
合のためには当事者である学生を蚊帳の外に置い
たような現状を改善する必要があるだろう。

橋本啓佑 (Hijicho)
石原奈甫美 (Hijicho)
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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
市大存亡の危機～無関心ではいられない～ 
(2013/04/06)
http://hijicho.com/?p=12914



　2012年度12月のBOX総会で決議されたBOX総会
決議書の回答が学生担当部長より返ってきた。

2012年度決議書の内容は以下の通りであった。
1.2012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
2.BOXとBOX周辺の修繕の要求
3.府市大統合によるBOXへの影響に関する確約要
求

2012年度BOX決議書全文はこちら
(http://hijicho.com/wp-content/uploads/
8e17a4bed17d84c44bcd5b2fd93c6996.pdf)

対する回答書の全文が以下の通り。

※ Hijicho Webで回答書の画像をご覧いただけ
ます。(http://hijicho.com/?p=13218)

　注目すべき点は「府市大統合された場合のBOX
使用について」である。新大学構想会議をみる
と、統合への動きがあることは確実だ。統合には
法改正等の大きな壁があるが、統合が正式決定さ
れた後からでは十分な議論がなされないまま諸々
の規定が確定し、ますます学生の意見が届きにく
い状況となることも考えられる。BOX協議プロ
ジェクトでは統合後のBOXの保障に関して引き続
き要求を続けていきたい。
　なお、2013年度のBOX総会は7月10日(水)の18
時30分から開催予定。詳細は追って連絡します。

石原奈甫美 (Hijicho)

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/
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引き続き要望を！　
2012年度BOX総会決議書の回答くる

1 BOXの配分について
　BOX総会にて決定した事項について、その内
容を十分に検討した上で、部室の使用について許
可したい。

2 BOXおよびBOX周辺の改善について
・電力について
　各部室棟の各々の部屋の制限電力数については
調整中であるが、電気容量を大きくするために
は、電源増設工事に莫大な費用がかかるため、即
時に対応は困難である。今後、部室棟の整備につ
いて検討がなされるよう、関係先に取り次いでい
きたい。

・第1合同部室前等の水道について
　各部室棟周辺は水はけが悪く、しばしば水溜り
が発生していることは認識しており、上記項目と
合わせて周辺整備について検討がなされるよう、
関係先に取り次いでいきたい。

・破損の修理について
　順次、修繕依頼を関係先に行っていきたい。

3 府市大統合された場合のBOX使用について
　課外活動の支援方法については、現段階ではま
だ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。

関連記事
□ BOX総会2012決議書を提出　大学の回答を待つ
(http://hijicho.com/?p=11225)
□ BOX総会2012　12月5日(水) 開催
(http://hijicho.com/?p=10125)
□ BOX協の精神は生きている
(http://hijicho.com/?p=254)
□ 目当てのBOXはどこに?? BOXマップ
(http://hijicho.com/?p=12711)

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
■ 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 (http://hijicho.com/?page_id=330) 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
(https://twitter.com/hijicho/)

□Facebook ‒ Hijicho 市大新聞 ファンページ
(https://www.facebook.com/hijicho)



―Mr.市大に選ばれた感想は。
少し恥ずかしいですね。でも、朱蘭を背負って出
ていたので、優勝できてよかったです。

―なぜコンテストに出場したのですか？
下がるに下がれない状況だったというのが実際の
ところです(笑)
朱蘭のステージまで30分空くことが分かって、朱
蘭で誰か出そうということになり、勝手に名前を
書かれていました。

―今まで自分がイケメンだと思ったことは。
ないですね。でも、周りの人、特に初対面の人な
んかに言われて錯覚するときはあります(笑)

―イケメンとはどんな人だと思いますか？
何かに一生懸命になっている人はかっこいいと思
います。

長澤彩香 (Hijicho)

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/

大阪市立大学 第8回ふたば祭「シン☆カン☆カク」が、4月25日～27日にかけて行われた。
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ふたば祭2013 ～シン☆カン☆カク～

Mr.市大インタビュー

写真＝Mr.市大 平田裕貴(工・2) (鶴木写す)

シン☆カン☆カク



中国への留学
-国費留学に応募されたきっかけは何ですか？
もともと留学する気はありませんでした。ただ、
そういった公募のポスターをみるのが好きだった
ので掲示板などをよく見ていました。その時にた
またま目について応募してみたら、とんとん拍子
に最終選考まで残ってしまって。それで最終選考
は会場が東京だったのでディズニーランドに行く
ついでに...と思って受けにいったんですけど、実
際に受けてみると周りがみんな流暢に中国語を話
しており、正直自信はありませんでした。　国費
留学生は枠が２～３名と言われており (実際は未公
表) 狭き門でしたが、そうした中でまさか自分が選
ばれるとは思いませんでした。

-中国への留学で感じたこと
中国には語学留学という形で行かせていただきま
した。しかし、ただ留学するだけでは「留学した
だけの人」になってしまうと思ったので、留学期
間終了後、上海にある市大のOB会などで自ら営業
をしてインターンの仕事を紹介してもらいまし
た。そのインターン先が大成法律事務所というア
ジアでは最大の法律事務所で、ここで中国に進出
している企業向けの書類の翻訳作業などの様々な
仕事をさせていただきました。中国滞在中は1日に
約12時間勉強していて、他のだれよりも勉強して
いたと思います。

　中国に留学して思ったのは、日本人は当たり前
のように相手に人情を求めるんですけど、世界では
そのような考え方は全く通用しないんですよね。日
本人の常識は通用しないんです。日本以外の場所
で、早い時期から私はこうした世界基準の考え方
を体感し、学習することができました。企業の海
外進出といったグローバル化が進む中で、これから
の国際取引を考えて、卒業し大学院進学後は、中
国に続いて現在発展しているインドネシアかベトナ
ムに留学したいと思っています。

橿原市観光親善大使さらら姫、愛染まつり
のイメージガール愛染娘を務めてみて
-どういったきっかけで応募して、またどのような
活動をおこなったのですか？
　これもさきほどの中国の国費留学と同様に、ポ
スターを見て応募しました。母が「応募するだけ
なら切手代しかかからないから」といってくれた
のがきっかけでしょうか。さらら姫には毎年3人選
ばれて、それぞれ顔担当、スタイル担当、しゃべり
担当と役割が割り振られているんですよ。自分はた
ぶんしゃべり担当ということで選ばれたのだと思
います。
　さらら姫というのは毎年公募で選ばれる奈良県
の橿原市の観光親善大使なんですけど、橿原市の
魅力を伝えるために各種行事に参加したり、年間
30～40日他県に行ってPR活動を行います。あと
は、1日警察署長をやったりもしました。さらら姫
に選ばれてからは礼儀や言葉づかいといった作
法、歩き方などの身のこなし方を学びました。時
には「このタイツは駄目」みたいな細かいところ
まで指摘されるなど、かなり礼儀作法は厳しかっ
たです。でも、今にして思えば私もすごい生意気で
したね(笑)
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おもろい学生おりまっせ！
第7回～国内外で幅広く活動・林越栄莉～

今回のおもろい学生おりまっせ！は、法学部に在籍されている林越栄莉 (はやしこしえり) さんに迫ります。
林越さんは2009年の橿原市観光親善大使さらら姫、2011年の大阪三大祭のひとつ愛染まつりのイメージガー
ル愛染娘を務めたほか、2011年9月より国費留学生として中国に留学し、その後アジア最大の法律事務所の上
海支局でインターンを経験、2012年度の大阪市立大学学友会の学生顕賞受賞、受賞学生代表も務めました。

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/

写真＝林越栄莉 (はやしこしえり) さん



　愛染娘は「奉仕の精神」を一番に掲げる、愛染
祭りの担い手のひとりです。華々しいお仕事に見
えますが、実際はなかなかハードな部分もありま
す。でも、たくさんの方のご協力のもと、お祭り
に来て下さる方々のために一生懸命感謝の気持ち
を込めてご奉仕させていただきました。今年から
はOGとして、お祭りのサポートをしていきたいと
思っています。

-もし大学生活をやり直せるとしたら何をします
か？
　今までの大学生活に満足してるのであえてやり
直したいと思うことはないですね。やり直して
も、もう一度同じ道をたどるかもしれません。

-休日はどのように過ごされているのですか？
　何も予定がない日は散歩してますね。あとは雑
誌を読んだりとか。やっぱり情報を得ないと新し
いことに挑戦できないと思うんです。だから、雑
誌やポスターから常に情報を得ようと意識してま
す。

-20万あったら何に使いますか？
　まずは母と今まで行ったことのなかったスパに
行きたいです。あとは私はTOEIC講座のリーダー
をやっているのですが、余ったお金でTOEIC講座
の他のリーダー達に上から目線でご飯をおごりま
す(笑)

-尊敬する人はいますか？
　特にこの人というのはないですね。どんな人で
も悪いところを見るのではなく、良いところを見
つけたいと考えています。

-将来はどういった道に進まれる予定ですか？
　大学卒業後は法曹の道へと進もうと考えていま
す。中国に留学した時に学んだ世界基準の考え方
を活かして、世界に進出する中小企業の技術など
を守るために、知的財産法分野を専門とする弁護
士になりたいと思っています。

松本慎也 (Hijicho)
町田和紀（Hijicho)
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From editor
　中国に国費留学、そしてインターン、さらには橿原市観
光親善大使さらら姫、愛染娘といったキャンペーンガール
など、国内外で幅広く活動されていた林越さんは見識も深
く、理路整然とお話をしてくださった。特に筆者が印象に
残ったのは、世界に目を向け、グローバルな考え方を身に
つけておられる点である。近年様々な場面でグローバル化
が叫ばれ、その波が押し寄せているが、そうした中で彼女
は留学やインターンの経験で世界の現実に直面し、そこで
多くのことを得たのであろう。
　国際人として生きる彼女の姿に筆者も感銘を受けた。
　また、彼女がこれらの活動にチャレンジしたのは、普段
何気なく見ていたポスターがきっかけであったと述べてい
たことも印象的であった。普段からアンテナを張り、いろ
いろな情報を得ること、そして積極的に様々なことに挑戦
するチャレンジ精神を持つことの大切さが取材を通じて伝
わった。
　自分から動き出さなければ、何も新しいことを得ること
はできない。大学生活は限られた短い期間しかない中で、
彼女はチャンスをフルに生かし、様々なことにチャレンジ
し、経験を積み、充実した悔いのない大学生活を送ってき
たという。
　近い将来、彼女は世界中で活躍していることであろう。



　「古い建物をリノベーションしているんです。一棟貸しの
2階建てのこの店は知り合いから紹介してもらった物件なの
ですが、好きなようにやっていいと言ってもらって。店内す
べてを新しくするのではなく、古くて味のあるところは残
しつつ、手直ししました。小物は骨董品屋で買い付けたり、
新調のものにあえて傷を付けたりしています。ソファはレト
ロ調のものを選びました。私たち二人ともアンティークが
好きなんです。」とご主人は語る。
看板やメニュー表などは、奥さんの手作りだそうだ。
　「ソファの高さに合わせて机の脚を切って、他の椅子もそ
の高さに揃えました。白は浮くのでみどりや茶色のペンキ
で塗って。他にも、知り合いに小学校の椅子や机を譲っても
らって、リメイクして再利用しています。買い付けると高い
ので、作れるものはなるべく手作りで」と奥さん。店内
は、ここにしかないもので溢れており、随所にこだわりが
感じられる。
　オーナーは18年間様々な飲食店に勤めており、最終的に
は自分の店を持ちたいという願望が叶ってこの店を始め
た。店名の「holoholo」とは、ハワイ語で「散歩」という
意味。誰でも気軽に立ち寄り、のんびり楽しんでいってほし
いという夫妻の思いが込められている。今年の3月でちょう
ど一周年を迎えた。

進化する『定番』
　一番の人気メニューでありご主人の自信作でもあるオムラ
イスと、こちらも人気のエビクリームコロッケ定食をいた
だいた。

　オムライス (セット750円～) は、デミグラスソースのか
かったシンプルな見た目ながら、そのおいしさに圧倒され
た。絶妙な味わいのチキンライスとそれを包むふわふわの
卵には、調理時の技術とこだわりが感じられる。チキンラ
イスの中に時折現れる大きな塊肉には心躍る。チキンライ
スと卵のバランスの良さもさることながら、コクのある
ソースがそれらを口の中でさらにまとめあげる逸品だ。

　エビクリームコロッケ (定食880円) は、数量限定の人気
商品だ。クリームコロッケの具材というとカニやコーンが
一般的であるが、エビを使ったものは珍しい。箸で割る
と、とろとろのクリームの中に大きなエビが隠れており驚
いた。クリームにもしっかりエビの風味が感じられ、味わ
い深い。たっぷりとかかった甘めのデミグラスソースも、コ
ロッケとの相性抜群だ。このソースもオリジナルのレシピで
一からお店で仕込んだものだという。クリームコロッケは
仕込むのに手間がかかるため多くは出せないそうだが、そ
れだけの手間の価値が感じられるおいしさだった。
　「洋食屋に長く勤めていたこともあり、メニューは洋食
が中心です。パスタやピザなどのイタリアンや、フレンチも
ありますが、大きくくくると洋食ですね。
　今月、新しいメニューを加えました。でも、あまり色々
なメニューをやっていくよりは、自分の自信のあるものを長
く作り続けたいと思っています。新しいメニューにチャレン
ジしていく創作料理屋さんとは違い、定番を大事にして、そ
の中でよりおいしいものを作っていきたいんです」
“定番”のメニューは定番として定着させながらも、味は日々
進化を重ねていく。メニューへの思いを語るご主人の目の輝
きからは、おいしさへのあくなき探求心が感じられた。

この場所を、つながりの拠点に
　店先では、不定期でガレージセールをやっている。これ
は、オーナーの知り合いが個人でやっているもので、規模は
小さいが中古品などを出している。また、店内でライブを行
うこともある。以前には、ギターとパーカッションを用い
たアコースティックライブを開催した。月2回、店の2階で
ベビーマッサージの教室も開催している。
　「ここをいろんな人が利用してしてくれるのは大賛成。人
と人とのつながりが生まれる場所にしていきたい」とご主人
は言う。
　色々な人と出会う機会が多い飲食業。ご主人も、19歳か
らこの世界に入り、縁あって今のお店にたどり着いたのだ
という。縁によって今のお店を持ったご主人だからこそ、そ
のような思いが強いのだろう。

変えていくもの、守り続けるもの
　“定番”の味を大事にしたいと言っていたご主人に今後の展
望を尋ねると、意外な答えが返ってきた。「店のつくり、
外観は変えていきたい。進化させていきたいと思っていま
す。そのほうがお客さんも楽しいし。長くお客さんに愛して
もらえるような店を作っていきたい」
　定番の味は守り続けながらも来る人に飽きさせない秘訣
は、オーナー夫妻のこのような意気込みにあるのかもしれ
ない。
　ホロホログランオリジナルの、でもどこか懐かしいメ　
ニュー。ついつい長居してしまう、落ち着いた居心地の良い
空間。お客さんとの距離の近さを作る、気さくなご夫婦の
笑顔にも、また会いに来たくなる。味、雰囲気、人、すべ
てにやみつきになること間違いなしだ。

長澤彩香 (Hijicho)
小迫肇 (Hijicho)

一歩店内に足を踏み入れると、そこは日常を忘れる落ち着いた空間。白と茶色の基調に観葉植物の緑が映える内装は、まるで雑貨屋に入った
かのような錯覚を起こさせる。カウンター席に並べられたワインやリキュールのボトルは、さながらバーのようでもある。レトロな雰囲気で
ありながらどこか新しい風を感じる。holoholo gland (ホロホログラン) はJR我孫子町の駅から歩いて3分もかからない場所にある、仲の良い
岸本夫妻が営むカフェだ。
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やみつきになる味と空間　holoholo gland

写真＝店舗外観 (小迫写す)

写真＝店舗内装 (長澤写す)

写真＝左からオムライス、カニクリームコロッケ定食 (長澤写す)

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/

洋食カフェ holoholo gland (ホロホログラン)
住所：
大阪府大阪市住吉区我孫子5-11-6

営業時間：
・ランチ12:00～15:00 (L.O.14:30)
・ディナー17:30～23:00(L.O.22:00)

ただし日曜日は12:00～23:00
定休日：月曜日、第二日曜日
電話番号：06-4981-3026
アクセス：JR我孫子町駅から徒歩2分


