
ニュース 
統合および大学自治への介入を「憂慮する」▶06面　 
日本拳法部、全国国公立大学日本拳法選手権大
会で男子団体戦で13連覇、女子個人戦で1~3位
を独占という快挙達成‼                     ▶10面 !
コラム 
教授が語る夢vol.8 創造都市研究科 
                                       永田潤子教授 ▶04面 
ツイッター≒「バカ」ッター？ 
               あなたが逮捕されないために▶08面 
Youtubeでお金を稼ぐ人                     ▶09面 

2013.11.6 
第22号

02面おもろい学生おりまっせ！◇
第9回～異性装研究会・亀井かな

Hijicho 大阪市立大学新聞 第22号 2013年11月6日, 大阪市立大学 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 
10月よりスタート！ごみの分別新ルール▶11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。皆さん、ぜひとも「Hijicho Web」
もあわせてご利用ください。

教 授 が 語 る
夢  

「人生は一度きり」 
海 上 保 安 庁 か ら 市 大 へ
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きっかけはコスプレから!
―異性装研究会を立ち上げたきっかけは何ですか？!
　twitterで他の大学にある変わったサークルを見
て、先輩たちとその話をしたときに、自分たちも
何か作ろうということになったんです。もともと
僕が仮装とかしていたこともあって、今年の4月に
異性装研究会を作ることになりました。最初は女
装研究会だったんですけど、サークルを立ち上げ
るときに男が女の格好をするのがありなら逆もあ
るだろう、ということになって異性装研究会にな
りました。 

―女装を始めた理由は何ですか？ 
　ある場所で何か芸をしなくてはならないことが
あって、そのときにコスプレをしたのが始まりでし
た。コスプレ衣装には魔法少女ものとかでも男性
用がちゃんとあって、ちょうどいいなと思って。そ
れまでは全然興味はなかったです。コスプレから入っ
て女装もするようになりました。 !
服、募集中!
―女装する上で苦労することは何ですか？ 
　髪の毛ですね。やっぱり伸ばすわけにはいかな
いので、ウィッグを買うんです。ウィッグもそこま
で良いものじゃないので、手入れが必要なんです。
静電気が起きやすいので一日一回櫛を通したり、
リンスで洗ったり、たまに柔軟剤を使うぐらいは
しないといけないんです。それから服を買うのも苦
労します。普通の女物の服を売ってる店に行くので、
結構恥ずかしいです。前に部員の人たちと一緒に行っ
たらすごく目立ちましたね (笑) 。最近は男性用の
大きめのものも売っているし、女装用の通販もあ
るんですよ。あとはそれらを買うお金が大変ですね。
服はもらえることも結構あるんですが、まだまだ
もっと欲しいのでどんどん持ってきてもらえると嬉
しいです。 !
―女装することの魅力は何だと思いますか？ 
　違う自分になれることだと思います。あと単純に
着ることができる服が増えるのが面白いです。 !
―休日はどのように過ごされていますか？ 
　バイトですね。活動にお金がかかるので。僕普
段は男の格好をしてるので、女物の服と両方買うこ
とになるんです。 !
―趣味は何ですか？ 
　ファッションですね。でも僕は中身はふつうの
男なんで、野球やゲームも好きですね。 !
―もし20万円があったら何に使いますか？ 
　服を買います。フリフリのとか、女の子らしい服
が好きなので (笑) 。 !
―もし1回生の頃に戻れたら何がしたいですか？ 
　不摂生をやめて痩せたいですね。あとは勉強も
したいです。あまり戻ってまでやり直したいことは
ないので、それくらいです。 !!!!!
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おもろい学生おりまっせ！◇第9回～異性装研究会・亀井かな～ 

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。「市大に存在する興味深い学生の素顔に迫り、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。今回の「おもがく」は、異性装研究会の亀井かなさん (仮名) に迫ります。亀井
さんは今年の4月に異性装研究会を立ち上げ、現在会長を務められています。 

写真＝亀井かなさん (仮名) 



―今後はどのように活動していきたいですか？ 
　このサークルは基本的に楽しいことをやるって
感じなので、バレンタインに男の先輩にチョコを
あげるとか季節のイベントをやりたいですね (笑) 。
あとは外部でやってるコスプレのイベントとかに
みんなで参加していきたいなと思ってます。個人
的にはこれからも趣味として女装はしていきたい
です。 
女装をしていて思うんですけど、女装したときに
「自分は女だ」と思う人と「自分はやっぱり男だ」
と思う人に分かれると思うんです。僕は後者で、
完全に男だなと思ってます。 
　あとは女装してもっと目立ちたいなとも思いま
す。女装って一回だけしてみる人ならまあまあいる
と思うんですけど、そのあとも続ける人っていう
のは、かわいいって言われて勘違いしてしまう人
か自分は女なんだって思う人だと思うんです。ち
なみに僕は前者です (笑) 。 !
―市大生に一言お願いします。 
　女装って同性愛の人がするものとか思われやす
いと思うんですけど、実際に女装してみるとそう
じゃないってわかるんです。そういったセクシャ
ルマイノリティと異性装とはまったく別だとわかっ
て、セクシャルマイノリティの人への理解も深ま
ると思います。女装をファッションとして見れば
違う自分も見れるし、一度偏見なしでやってみる
といいんじゃないかなと思います。 

佐伯美奈 (Hijicho) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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From editor!
　一見、変わっていると思われ敬遠されがちな
異性装だが、実は身近にあるものだったりする。
亀井さんは女性のボーイッシュな格好であったり、
宝塚歌劇団を挙げてそれを教えてくれた。そのよ
うに男装はあるのに女装がないのはおかしい、
そこにある偏見を破っていきたいのだと話してく
れた。趣味の一環として楽しみながらできるのも
自由な大学のサークルならではと言える。亀井
さんの活動がこれからどのように広がっていくの
か、目が離せない。 !
◇おもろい学生募集中!
　連載コーナー「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あふれる
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。 
Hijichoでは、この「おもがく」にふさわしい、
個性あふれる市大生を募集しています。 
〇応募資格 
大阪市立大学または大学院に在学中の学生の方 
※自薦他薦は問いません。 
〇応募先 
hijicho@gmail.com まで件名に『おもがく推薦』
と明記し、必要事項 （推薦者の名前、所属先、
連絡先と推薦理由、人物像、大学生活の中でど
のようなことに取り組んできたのかまたは取り
組もうとしているのか、何を成し遂げたのかな
ど ）を明記の上 ご連絡ください。 
※応募していただいたすべての学生を取り上げる
わけではありません。応募された人の中から厳
選したうえで取材させていただきますのでご了承
ください。取材を行う人が決定した際にはこち
らから連絡させていただきます。 
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人生は一度きり!
―海上保安庁で勤められていたということですが、
なぜ入ろうと思われたのですか？ 
　きっかけは父親の薦めでした。もともと女子大に
行こうと思っていたのですが、人生は一度きり、ど
ちらが面白いだろうと考えてみた時に、海上保安大
学校の受験を決めました。私が受ける前年まで保安
大学校は女人禁制だったのです。一次試験の合格発
表で、女性らしい名前が他にもあったので、女性は
私1人ではないと思い、自分の可能性を試してみよ
うと意欲が湧きました。後でわかったことなのです
が、一次試験に合格していた女性は既に私1人でし
た。（人事院の試験なので性別は掲示されないので
す。）結果的に女性初で入りました。偶然に思うこ
とだけど、後ろを振り返ってみると偶然ではなく、
もしも一次試験の合格発表で女性が私1人だとわかっ
ていたら、二次試験を受けていたかわからない。誤
解をして二次試験を受けたことが私の人生にとって
は必要なことだったと思います。 

　今でこそ様々な分野に女性がいることが当たり前
になっていますが、私が入ったときは「女性初」と
いうのがニュースになるくらいでした。私ももちろ
んですが、受け入れた側（海上保安庁の男性たち）
も戸惑ったと思います。今まで男性だけの社会だっ
た中に女性が入るとやはりこれまでとはかなり違い
ますよね。 !
―女性の社会進出に関してどのように思われますか？!
　女性のリーダーと男性のリーダーのどこが違うか、
と問われると、リーダーとしてやらなければいけな
いことは同じです。しかし女性であることの違いと
いうのはどこかに出てくるものだと感じます。 
あるとき国際機関等で働いている経歴を持つ友人た
ちと話していて、「もし世界中の首相や大統領が女
性だったら、戦争は起きないのではないか」という
話になりました。自分の子供の命を奪うような決断
を、女性たちはするだろうか。プライドや建前、取っ
た・取られたから離れた解決策を模索するのではな
いかと。これは１つの極論で、実際のところは各国
のトップが女性になっても国益を守るという点で衝
突するかもしれません。しかし、リーダーとしてや
らないといけないことを通り抜けて、更にもっと深
い部分に辿り着いたとしたら、もちろん一番下は人
間全体の共通部分になるのかもしれないませんが、
男性と女性は何らかの本質的な違いがあると感じて
います。ですから、社会で色々なポジションや職種
に女性がいると、何がどう違うかははっきり言えま
せんが、今の男性的なエネルギーの強い、つまり男
性型の社会ではなく、もっと違うところに社会への
アウトプットが生まれると思いますね。男性的、女
性的という言い方がとても難しく、誤解を招かない
か心配ですが。本人が希望していて、適性があれば、
様々なところに女性がいるほうがバランスがとれる
んではないでしょうか。 
　女性だけでなく、様々な人が様々な所にいること
が多様な考えや価値観を社会にもたらすことになり
ます。ですから私は様々なところやポジションに行
きたい人がいくというのは良いと思います。 !!!!!!!!!!
―どのようなことを研究されているのでしょうか？ 

04 

Hijicho 大阪市立大学新聞04 第22号 2013年11月6日

教授が語る夢 創造都市研究科・永田潤子教授

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/

市大の様々な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追究していくコー
ナーです。第8回は創造都市研究科の永田 潤子准教授です。現在は社会人の大学院の講義をメインにされてい
ます。ご自身のユニークなキャリアから現代の問題点まで独自の視点をお聞きしました。 

＜永田教授の略歴＞ 
1978年 女性に門戸を開放した海上保安大学校に初の
女子学生として入学 
1987年 26歳で女性初・最年少で巡視艇「まつなみ」
船長となる 
1990年 現場で感じた問題意識を解決したいという思
いから埼玉大学大学院政策科学研究科(現: 政策大学院
大学)にて政策の分析や意思決定を研究 
1995年 自身を組織にとって活かすには大学校での後
輩の教育に当たることと感じ、大学校の要請に応じ、
教育研究の道へ。大阪大学経済学研究科へ入学 
1997年 海上保安大学校行政管理学講座助教授 
2003年 大阪市立大学創造都市研究科准教授

写真＝永田潤子准教授 



　大きく分けて2つあります。1つは国や地方自治体
の行政改革や公共経営(どうやったら地域全体が良
くなるか)です。地方や国など行政を変えることは大
事なことだと思います。いくら個人で頑張っても仕
組みが上手くいっていないと暮らしづらいです。そ
のような理由から国や行政のお手伝いをしていまし
た。ただ、政治や行政を変えるには時間がかかりま
す。そこでもっと直接的に暮らしを通じて社会を変
えることも必要だと感じ、現在は2つ目として市場
を通じて社会を変える、ソーシャル・マーケティン
グという分野を研究しています。 !
暮らしやすい社会へ!
―今の社会の問題とは？ 
　今の社会を見て思うのは「大きなサイクルで回っ
ているものが多すぎる」こと。例えばお金にしても、
国境を越えて回っていますよね。工場での大量生産
も経済学でいう規模の経済、効率性の追求から考え
れば妥当かもしれません。しかし無駄も逆に生まれ
るし不都合なこともたくさん生まれますね。例えば
コンビニのお弁当も時間になれば、大量に捨てられ
ます。このサイクルを小さくして、例えば地産地消
のようにすれば、無駄が省けるものもあるかもしれ
ませんね。大きなサイクルで回すものもある、そし
てもっと輪を小さくするものもあれば、無駄が省け
ますよね。 
　また「社会全体がお金に依存し過ぎている」と思
います。私達はお金がないと暮らしていけないって
思う。お金がないと社会に参画するチャンスすらな
いと思っているし、お金に重きをおきます。以前に
暮らしていた長野では、お互いが挨拶をし合ったり、
隣の人が畑で育てた野菜を下さったりします。お金
以外のものもたくさん地域で回っています。それが
物々交換だったり、挨拶という思いやりだったり。
お金以外のものもたくさん回っているから、1つの
社会に参画できる人が増えるのです。 
　自分らしく生きたいと思いながら、お金に振り回
されて、働き方や生き方を決めなければいけなくなっ
ています。ものが回るサイクルが小さくなり、お金
に偏重し過ぎない社会になれば、もっと暮らしやす
いのではと思いますね。 !
―先生の夢は何ですか？ 
女子学生の方たちにもっと教えたいです。マーケティ
ングから見ると、購買の決定権の7～9割は女性が持っ
ています。暮らしを通じて社会を変える、「暮らし」
目線で考えると、女性が持っているパワーはすごい
のです。企業に就職した後も、マーケティングの基
本を活かしながら、自分の仕事の先に何を見るか(単
に個人の仕事なのか、その先に社会や地域をみるの
か)で大きく違ってくると思います。また女性が男性
にリーダーシップを取る時の不安 (まだまだ社会の
中で女性は少数なので) についても、私の経験をお
話することで、何かのお役に立ちたいですね。 
　個人的な夢としては晴耕雨読のような生活がした
いです。(笑) !
大学生の「自由である」特権を活かそう!
―市大生に向けてのメッセージをお願いします 

　大学生という立場を生かして、社会に出る前に
様々なことにトライすることをオススメします。社
会に出ると、必然的に朝起きる時間ややることが決
められてしまいます。今とは自由度が絶対的に違い
ます。大学時代は自分で組み立てられる時間と考え
る事ができます。夏に海外旅行いきたいなと思った
ら、アルバイトをして、行くことができます。色ん
なことに取り組んで、仮に失敗しても大人たちは許
容してくれます。ぜひ大学生という肩書を存分に活
かしてほしいです。でも勉強はしておくと良いです
よ。知識は邪魔になりませんから。 

文責：石原奈甫美 (Hijicho) 
写真：細原千尋(Hijicho)
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取材後記!
永田先生はどの質問に対してもまっすぐ凛とした表
情でお話してくださり、自分の人生を一歩一歩着実
に歩んでこられたパワーを感じました。創造都市研
究科というと、学部生にはなかなか馴染みがないで
すが、一度先生の授業を受けてみたいです。 !
教授が語る夢バックナンバー!
教授が語る夢のバックナンバーはこちら 
URL：http://hijicho.com/?cat=86



「橋下市長の大学の自治への介入を憂慮
する」!
　10月9日、大阪府と大阪市、府大、市大は、統
合後の新大学の具体的内容を示す「新大学案」 (平
成25年10月版) を発表した。この「新大学案」は、
新大学の制度設計や文部科学省への設置認可申請
に向けて必要となる基本事項や方針などをとりま
とめている。さらに「新大学案」をまとめるにあ
たり、府と市では、新大学を設置・運営する新法
人の基本的な方針について、「新法人基本方針」
を策定した。今後これらに基づき、府と市、府大、
市大は、平成28年4月の新大学開校を目指して動い
ていく。 
　これにより、府市大統合を実行に移す体制が整っ
てきた。しかし、大学の自治に関わる2つの問題が
あると声明では主張している。一つは「学長選考
の在り方」、もう一つは「新大学における教授会
の在り方」である。 
　「学長選考の在り方」については、現状の、市
大における教職員による学長の意向投票を、橋下
市長が批判し、市長の意見が反映されること危惧
している。「学長選考の在り方」というのは、現
状の市大における、研究科長が研究科教授会で選
ばれるという過程を止め、代わりに部局長 (研究院
長等) の推薦する候補者から学長が選考し、理事長
が任命するとしていること、教員人事も学長の下
に人事委員会を設置し一元化するとしていること
を危惧している。 !
「府大・市大の拙速な統合を憂慮する」!
　「新大学案」では、改革において考えるべき両
大学の歴史と自由の伝統、それに基づく個性的か
つ普遍的な大学の理念が生き生きと伝わってこな
いことや、財政的保障がしっかりなされなくては
ならない、などの点から両大学の統合に対して懸
念を示している。 
　そこでこの機会に、両大学の元教員や卒業生、
学内の人間がともに、大阪府民や市民の意見も尊
重しながら、両大学の将来のあり方を真剣に考え
ることができればとしている。そして、その立場
から、橋下市長の大学自治への介入と統合計画の
拙速な推進を深く憂慮する旨を表明している。 
以下が声明の全文を掲載する。 !橋下市長の大学自治への介入と府大・市
大の拙速な統合を憂慮する!
橋下市長の大学自治への介入を憂慮する 
　大阪府と大阪市は、１０月９日、大阪府立大学
と大阪市立大学を統合した新大学を設置・運営す
る新法人について「新法人基本方針」を発表し、
同時に府・市・両大学が策定した「新大学案～新
世代の大学～大阪モデル」を発表しました。両大

学の統合計画を立案してきた大阪府市新大学構想
会議（両大学関係者は委員に入っていません）か
ら同日、新大学の「ガバナンス改革について」の
提言も出されました。市大・府大統合計画を実行
に移す態勢が整ったといえます。しかし、大学自治
にかかわる二つの大きな問題があります。 
　一つは学長選考のあり方です。新大学では理事長
と学長を分離し、理事長は設立団体の長が任命し、
学長選考については学外者が多数を占める学長選
考会議（学外者が委員長）が行い、「全学意向投
票」は廃止するとしています。 
　橋下徹大阪市長は、８月９日の記者会見で大阪
市大の学長選考における教職員の意向投票につい
て「学長を選ぶのに何の権限もない教職員が一票
を投じるなんてふざけたことを言ってきた、まかり
ならんと突き返した」と、意向投票があたかも不
法、不当なものであるかのように攻撃し、制度の
見直しを指示していましたが、市長の意向を反映
した方針が出されたことになります。 
　学長選考における意向投票は、大阪市大の定款
及び理事長選考規程に基づいて大学内の意向を調
査するためのものであって、何ら不法なものでは
なく、国立大学でこれを実施している大学も多く、
市長の発言は一般市民に誤解を与えかねないきわ
めて悪意のある発言です。大学が国民から付託され
た使命を果たすためには、教職員の高度の自発性
と深い責任の自覚が不可欠であり、適切な意向投
票がそれに寄与することは疑いありません。 
　もう一つは、新大学における教授会のあり方です。
教授会は、学校教育法で「大学には、重要事項を
審議するため、教授会を置かなければならない」
と定められています。大学運営の要をなす組織です。
ところが橋下市長は１０月９日の会見で「人事に
教授会がしゃしゃり出るというばかげたやり方は
認めない」と強調しました。現在、大阪市大では
研究科長は研究科教授会で選ばれていますが、新
大学ではこの選出方法をやめ、部局長（研究院長
等）の推薦する複数の候補者から学長が選考し、
理事長が任命するとしています。また、現在教授会
がおこなっている教員人事は、学長のもとに人事
委員会を設置し、人事を一元化するとしています。
新大学では教授会の人事権が奪われ、大学自治を
担う基本組織が弱体化することが懸念されます。 
　大阪市は、２０１６（平成２８）年の新大学設
立に向け、まず今秋、大阪市大の現「定款」を変
更して理事長と学長を分離し、意向投票を廃止し
た新選考規程によって次期学長選考を実施しよう
としています。大阪市大はいま重大な岐路に立たさ
れているといわなければなりません。 
　大阪市大は、近代大阪の骨格をつくった大阪市
長・関一の絶大な努力によって創設された大阪商
科大学の自由の学風をうけついで、戦後、他の市
立高等教育機関と合わせて日本最大の公立総合大
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10月15日、大阪市立大学と大阪府立大学の名誉教授らが記者会見をし、「橋下市長の大学自治への介入を憂
慮する」ことと、「府大・市大の拙速な統合を憂慮する」ことの２点を主張する声明を発表した。 



学として創設されました。学長選考問題に留まら
ず、市大で長年にわたって築きあげられてきた学問
の自由と大学自治の伝統がいま根底から脅かされ
ているのではないでしょうか。市大で起こってい
る事態は大阪府大にも深くかかわる問題です。 
　大学の自治は、憲法２３条の「学問の自由は、
これを保障する」という規定に基づく大学存立の
大原則です。これは、日本の大学が戦前、京大滝
川事件など国家権力の弾圧でその使命を十分果た
せなかったことに対する痛切な反省に基づいて生
まれた規定です。大学自身がたえず厳しく自己を
省みることは当然ですが、大学をめぐる環境が変
化するなかでも、大学の自治はその真価を発揮さ
せていくべき普遍的原理です。橋下市長は、世界
と日本の歴史が生みだした学問の自由と大学自治
という普遍的価値をまったく理解していないと言
わなければなりません。 !
府大・市大の拙速な統合を憂慮する 
　大学には独自の建学の精神と伝統があり、専門
分野も独自に発展を遂げてきました。大阪市長・
関一は、商科大学設立にあたって、「国立大学の
コッピーであってはならない」、「大阪市立大学
は、大阪市を背景とした学問の創造が無ければな
らない。この学問の創造が、学生、出身者、市民
を通じて、大阪の文化、経済、社会生活の真髄と
なっていくときに、設立の意義を全くする」と述
べました。この理念は日本の公立大学の歴史にお
ける輝かしい歴史的達成であり、戦後の新制大阪
市大にも発展的にうけつがれ、いまも２０１０年
の「大阪市立大学憲章」などにその発展した内容
を見ることができます。府立大学にもまた、独自
の建学理念と大阪に根ざした個性的な歴史があり
ます。しかし、今回の「新大学案」では、かつて
ない「改革」に立ち向かうために想起すべき両大
学の歴史と自由の伝統、それに基づく個性的かつ
普遍的な大学の理念が生き生きと伝わってこない
憾（うら）みがあります。 
　大学の統合はそれぞれの大学の内発的要求が合
致し、財政的保障が十分なされなければ難しいと
言わなければなりません。現在は予算削減が先行
し、「新大学案」においても「新法人」への府・
市の財政的支援方針の策定は次年度以降にまわさ
れています。優れた人材が大学を去る事態さえ起
こりかねないと懸念します。高度の有機的な研究
教育機関である二大学の統合計画をこのまま進め
るというのはあまりに拙速と言わざるをえません。!
　府大・市大の統合問題は、大阪府民・市民にとっ
てもきわめて重大な問題です。府民・市民にとっ
て、比較的安い授業料で自宅から通える二つの公
立総合大学があることは大きな意味があります。 
　橋下市長は、府内に府大・市大が存在するのは
「二重行政」であり、あわせて２百億円の運営交
付金は府民・市民の過重負担だと批判してきまし
た。しかし、公立大学設置自治体には総務省助成
交付金があるため、２００８年度でみると、府と
市の運営交付金２４０億円の約８割（１９０億円）
は国から助成され、府と市の純経費（持ち出し）
はあわせて約４２億円にとどまります。橋下市長

の発言は、国の助成を無視した妥当性を欠く発言
です。ちなみに、府立大学の学生一人あたり純府経
費は１１万７千円で、２０１０年度に始まった高
校授業料無償化額１１万８８００円と同水準です。
二大学統合の結果、子や孫の学ぶ場が今までどお
り保障されるかどうかに府民・市民は大きな関心
をもたざるをえません。橋下市長は統合の目的を
「大阪の成長戦略への貢献」においていますが、
大阪の知的・文化的拠点である公立二大学の統合
は、より総合的な府民・市民の立場から慎重に検
討されなければなりません。今年３月の大阪市議
会財政総務委員会では、「市立大学と府立大学の
拙速な統合撤回を求める陳情書」が賛成多数で採
択されましたが、当然の市民の声といわなければ
なりません。 
　私たちは、「新法人基本方針」や「新大学案」
が発表されたこの機会に、両大学の内部で徹底的
な討論が起こることを期待します。私たち、両大学
の元教員や卒業生なども、この機会に学内の皆さ
んとともに、大阪府民や市民の意見も尊重しなが
ら、両大学の将来のあり方を真剣に考えたいと思
います。その立場から、橋下市長の大学自治への介
入と統合計画の拙速な推進を深く憂慮することを
表明いたします。 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

文責：橋本啓佑 (Hijicho)
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２０１３年１０月１５日 
大阪府立大学と大阪市立大学の統合問題を考える
懇談会 
世話人　（○印は代表世話人） 
東　恒雄(大阪市立大学名誉教授) 
飯田　武（大阪市立大学名誉教授） 
石神正浩(大阪府立大学名誉教授) 
今井義郎(元大阪府立大学教授) 
上田悦範(元大阪府立大学教授) 
甲斐道太郎(大阪市立大学名誉教授) 
川崎東彦（大阪府立大学名誉教授） 
鬼追明夫（元日本弁護士連合会会長・大阪市立大学卒
業） 
○ 小林宏至（大阪府立大学名誉教授） 
梶浦恒男(大阪市立大学名誉教授) 
木津川計(「上方芸能」発行人・大阪市立大学卒業) 
澤田進一（大阪府立大学名誉教授） 
高森康彦（大阪府立大学名誉教授） 
直木孝次郎(大阪市立大学名誉教授) 
西谷　敏(大阪市立大学名誉教授) 
穂波信雄（大阪府立大学名誉教授） 
増田繁夫(大阪市立大学名誉教授) 
溝川悠介（大阪府立大学名誉教授） 
三本弘乗（元大阪府立大学教授） 
○ 宮本憲一(大阪市立大学名誉教授・滋賀大学名誉教



　2億1800万。この膨大な数字が何を意味してい
るか分かるだろうか。2013年10月時点における全
世界でのTwitter利用者数である。 
　Twitterとは代表的なSNS（Social Networking 
Service）のひとつである。140文字の制限のなか
ツイートと呼ばれる投稿を行うことで、他者とコ
ミュニケーションを行うツールだ。2006年7月に
サービスを開始して以来、日本でも少しずつ浸透
していき、あるネット調査では日本の大学生のお
よそ7割がアカウントを持っているという結果も出
ている。(URL：http://netpr.jp/trend/overseas/
3556/) 
　友人や知人の近況を簡単に知ることが出来、自
分のツイートに素早いレスポンスがつくTwitterを
大阪市立大学の学生も多く使っていることだろう。!
　そのような情報通の方ならTwitterの「炎上騒ぎ」
にも覚えがあるかもしれない。それまでも殺害予
告や著作権法違反自慢等で炎上は頻繁に起こって
いたが、記憶に新しく、また多くの人に情報が拡
散されたのは以下の事件だろう。 
　2013年7月、高知県内のコンビニ店員が店内の
アイスクリームケースの中に入った写真を、ネッ
ト上に掲載し大炎上した。発覚後、即時にアイス
クリームケース及びアイスクリームを撤去・処分
したが、最終的に店はコンビニとのフランチャイ
ズ(注)契約を解除されることとなる。被害は大きく、
また行為自体やTwitterに画像をあげる愚かさへの
非難の声も大きかった。しかしこの後も模倣犯は
後を絶たなかった。逮捕者が出たのはその2ヶ月後
である。 
　2013年9月4日、19歳男性が器物損壊罪で書類
送検された。大分県のスーパーでアイスクリーム
ケースにダイブした写真をTwitterに投稿したから
だ。このスーパーはアイスクリームを全て撤去し、
該当アイスクリームケースでの販売を中止した。
男性は「悪ふざけでやった」と供述していると言
う。 
　この件はTwitterで犯罪行為画像をアップロード
した最初の事件である。ただ、これだけ騒ぎにな
り逮捕者まで出ていても事件は終わっていない。
Twitterで犯罪行為画像による書類送検は9月から
始まり10月18日時点までで6件にも及ぶ。なぜ
Twitterでここまで後先考えない行動を公開するの
だろうか？ !
フランチャイズ＝親業者が契約店に与える一定地域内で
の一定販売権。 !
投稿までのプロセスが極端に短い 
　Twitterのキャッチコピーは「いま、なにして
る？」というものだ。自分が何をしているかリア
ルタイムで伝えられることが魅力と言える。ただ、
ブログのように記事のタイトルの設定や投稿のプ
レビューもないため脊髄反射的に行動や思考を公
開してしまい、発言者が自分の発言のリスクにつ
いて考える時間や機会が殆ど無いと言える。 !
「知り合いしか見ていない」という思い込み 
　Twitterには「鍵」と呼ばれる非公開モードがあ
る。これは承認されたフォロワーだけがその人の
ツイートを読めるものである。しかし非公開モー
ドにしてTwitterを利用してる人ばかりではない。 
実名で登録する必要がないTwitterで名前は変更し
ていたとしても、誰からも見える公開状態で自分
の顔写真や出身・在学校、身近なことを書き込ん
でいる人も多くいる。そして友人や知人以外に読

まれると危険なことでも平気で書いてしまう事例
がよく見られる。 
　Twitterはリアルタイム検索もあるし、フォロー
しなくても公開アカウントのツイートは誰でも見
ることはできるのだ。「友人・知人以外見ていな
い」というのは幻想である。だからこそ「見られ
ていないだろう」という感覚は、落とし穴なので
ある。 
　また、非公開アカウントから投稿した写真が、
ネット全体に公開されてしまうケースもある。
「Twitpic」や「yfrog」「Lockerz」など、Twitter
と連携した写真投稿サービスを使用した場合だ。
これらのサービスは、非公開設定が適用されない
ため、誰でも見れる状態になってしまう。 !
「リアルタイムフィードバック」の快感 
　Twitterは自分の気に入ったツイートに星マーク
を付けて残しておく「お気に入り（Fav）」や、他
アカウントのつぶやきに共感したり情報を拡散し
たいと思った時そのツイートを自分のアカウント
で再投稿できる「リツイート（RT）」の機能があ
る。 
　利用者がツイートを投稿した際、投稿直後から
フォロワー、ひいては全アカウントによるFavやRT
などの反応が行われる。この反応が人の冷静さを
乱すことは実によくあることだ。 
　人間誰しも目立ちたがりの部分がある。他者か
らのより大きな反応を求め、ウケ狙いの過激な発
言をしてしまうこともあるのではないだろうか。
また、画面を挟んで全世界の人間と通じているこ
とを忘れがちなネットだ。「自分の知り合いしか
見ていない」という感覚の中では、少し過激な発
言をしても問題は起きないだろうと思い込む人も
多いだろう。それが結果、大炎上に繋がるのであ
る。 !
結論!
　Twitterは手軽なコミュニケーションツールであ
る。ただ、自分が思っている以上に開かれたツー
ルであることをきちんと理解しなければならない。
失言しやすく、またその失言が拡散されやすい構
造であるTwitterは、使い方を間違えれば自分に牙
を剥くものである。利用者の急増によりネットの
危険性を十分に分かっていない人間が使えば、自
分にほど遠いと思いがちな「逮捕」も実はすぐ近
くに潜んでいるかもしれない。 
Twitterのネット上での蔑称はご存知だろうか。「バ
カ発見器」「バカッタ̶」だ。お手軽なコミュニ
ケーションを楽しむだけでなく、「知らない人に
見られているかもしれない」「この発言は問題か
もしれない」という想像力は欠如してはならない。!
「お手軽・簡単に発言できる」は「お手軽・簡単
に失言できる」ということだし、「情報がリアル
タイムで一気に拡散していく」は「炎上ネタもリア
ルタイムで一気に拡散していく」になってしまう。
我が大学の学生のアカウントが炎上しないことを
願うばかりだ。 

細原千尋 (Hijicho) 
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　最近、世界中でYoutubeの人気者が増えている。
固定のファンを持ち、再生回数が20億回を超えて
いる動画もあるにも関わらず、その人気者は一般
の企業に就職しているサラリーマンであったり、
学生だったり、私たちと変わらないごく普通の一
般人であることも多い。このようにたくさんのファ
ンを持つ動画投稿者を「ユーチューバー」と呼ぶ。
彼らの中にはYoutubeで動画投稿を唯一の収入源
としている人もいる。Youtubeに動画を投稿し、
わたしたちがその動画を見る、それだけでどのよ
うにして収入を得ているのだろうか。 
　Youtubeに関わらず、ブログなどウェブサイトの
運営やメールマガジンによって収入を得ている人
は、アフィリエイトを利用している。アフィリエ
イトとは、商品やサービスを販売しているサイト
とウェブサイトやメールマガジンを運営している
個人や企業が、広告掲載を通して業務提携するこ
とを意味する。サイトにバナーやテキストリンク
などの広告を掲載し、その広告がクリックされ、
成果が上がることによって報酬を得ることができ
る。 
　もともとYoutubeを利用したアフィリエイトは
ある程度の再生回数を得るとYoutubeからメール
が届き、それに沿って登録することで収入を得ら
れる仕組みであったが、最近では広告掲載を希望
する団体とウェブサイトの運営者を仲介するアフィ
リエイト・サービス・プロバイダ（ASP）という
ものが存在し、これに登録することで簡単に業務
提携ができ、広告を掲載できるようになっている。
APSの中には無料のものも多く、ノルマもないの
でリスクはほとんどない。 
　このように、ネット社会はどんどん身近になっ
てきている。そして、身近になるにつれて、アフィ
リエイトのような初心者には敷居が高かったお金
の稼ぎ方が誰でも気軽に手を出せるようになって
きている。大学を出て、資格を取り、終身雇用が
保証できる大手企業に就職するということが王道
となっている日本にも、このように自由なお金の
稼ぎ方が浸透していくことはよいことであると思
う。もっと職選びにも選択肢があってよいはずな
のだ。何より、固定観念にとらわれない新たなお
金の稼ぎ方を知っていくことが大切である。 !!!

　ただし、アフィリエイトにも問題点がある。報
酬につながるまで時間がかかるという点だ。
Youtubeならば、一定の再生回数を得られる有名な
動画チャンネルになるまではほぼ収入は得られず、
そのお金で生活していくことは非常に難しいだろ
う。また、毎月の収入が保証されているわけでは
ないので、急に収入が減ったりすることもありう
る。このような事態も想定にいれ、地道に続けて
いくことが成功への鍵である。 
　「働きすぎ」と言われている日本人は、果たして
本当に働きたくて働いているのだろうか。日本の
人口10万人あたりの自殺者数は24.4人と、G8平均
の14.85を大きく上回っている。(WHOの各国最新
データより)。そしてその中でも、経済・生活問題、
勤務問題を理由に自殺した人は合わせて4割近くに
上っている(警視庁統計より)。中国やアメリカで
は、賃金が少なかったり、労働に問題があれば転
職をするのがごく普通の選択である。しかし、日
本の終身雇用という悪しき文化はそれを簡単には
させない。日本人は、そんな文化の中でどのよう
にお金を稼いでいくかということをより深く考え
なければならない立場にある。文化にまどわされず、
メリット・デメリットを知った上で自分に合った
お金の稼ぎ方を選べるようになれば、このような
問題も解決していくのではないだろうか。いつの
時代でも、歴史を動かすのは新しい発想である。
新たな時代を生み出す子どもたちの将来の夢に、
具体的な名前がなくなってしまう日も近いのかも
しれない。 

田上結稀 (Hijicho) !
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Youtubeでお金を稼ぐ人 

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/

出典　!
URL：https://support.google.com/adsense/
answer/40042?hl=ja 



　平成25年9月29日(日)に大阪市立大学で開催され
た第45回全国国公立大学日本拳法選手権大会にお
いて、大阪市立大学日本拳法部が、男子団体戦で
優勝、女子個人戦で1~3位まで独占した。本大会は、
国公立大学の日本一を決める大会であり、大阪市
立大学日本拳法部は、今回で13連覇という偉業を
達成した。 !
　今回は日本拳法部男子主将の中山博貴さん(工・
4)と女子主将の濱田倫子さん(商・4)にお話を伺っ
た。 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
―今回の快挙を達成された時の気持ちを教えてく
ださい !
中山:キャプテンということで、今年も優勝しなけ
ればというプレッシャーがあり、優勝が決まった
時は嬉しいというよりはホッとしたというのが正
直な感想です。 !
濱田:私もホッとしたのが一番ですね。ここ数年神
戸大に負け越しており、OBからも勝てというプレッ
シャーがあったので、今回の大会で1~3位まで独占
という結果を残せてよかったです。また、後輩と
一緒に戦い抜けて嬉しかったですね。 !
―13連覇という偉業を達成するためには、何か理
由があると思うのですが、強さの秘訣はあります
か !
中山：他の大学がどのような練習や活動を行って
いるのかは知りませんが、市大日本拳法部は所属
している人数70人弱と多く、そして部員同士がと
ても仲が良く、今回の大会の準備も協力して行な
いました。そういった、部内の雰囲気のよさや団
結力の強さが強さの秘訣だと思います。 !
―日本拳法とはどのようなスポーツですか !
濱田：簡単に説明すると、全身に防具などをつけ
た、実戦的な総合格闘技です。蹴り技、投げ技な
んでもありで、武道の一種です。勝ち負けの判定
は、面か胴に先に2本入ったら勝ちで、転んだりし
ても大丈夫です。 !!

―普段の練習はどのようなことを行なっているのですか !
中山：実戦感覚をやしなう為に試合形式の練習を主に行っ
ています。練習は週に三回で一回の練習は3時間くらい
です。また市大の日本拳法部は投げ技に定評があり、練
習で特に力を入れています。 !
―どういった理由で日本拳法部に入部されたのですか !
中山:きっかけは新歓ですね。新歓に行って見て楽しかっ
たので、入ってみようと思いました。でも実際に入って
みると、競技自体は厳しかったですね。 !
濱田:私は大学に入学する前まで柔道をしていたのです
が、日本拳法については何にも知りませんでした。きっ
かけは私も新歓でした。新歓に行って部内の雰囲気の良
さや、日本拳法のなんでもありなところに惹かれて入部
しました。 !
―今までの活動の中で苦労した点と嬉しかった点につい
て教えてください !
中山:一回生の頃は体力的にしんどかった。一番苦労し
たのは主将になってからですね。特に今回の大会は市大
での開催だったので、その準備、手配などいろいろとし
なければならなことが多くて、大会が終了するまでは気
苦労が絶えませんでした。そして、嬉しかったことは、
黒帯を取った時ですね !
濱田:2・3回生の頃に試合に勝てない時期があり辛かっ
たです。でも、私もやっぱり今が一番苦労していますね。
4回生女子選手が私1人だけなので、責任は重く大変な
時もありますが、そんな私にも色々と協力してくれる同
期や後輩の心遣いがとても嬉しいです。 !
―今後の目標は !
中山:11月に全日本学生拳法選手権という、最後の大会
があるので、その大会でベスト4まで残れるように頑張
りたいです。 !
濱田:去年の全日本学生拳法選手権で3位だったので、今
年は優勝を狙いたいです。また、後輩たちには、一番の
魅力である部員同士の仲のよさをこれからも守っていっ
て欲しいですね。 

町田和紀 (Hjicho) 

!
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日本拳法部、全国国公立大学日本拳法選手権大会で 
男子団体戦で13連覇、女子個人戦で1~3位を独占という快挙達成‼ 

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!
　今回の取材の中で特に印象に残ったのは、結果
を残すことへのプレッシャーが大きく、優勝した
時はまずホッとしたという言葉であった。国公立
大学大会で長年連覇をしているとなると、周囲か
らの期待も大きく、絶対に優勝は譲れないという、
大きく肩にのしかかるプレッシャーに打ち勝ち優
勝することは並大抵のことではないだろう。13連
覇という輝かしい栄光の裏には、とてつもない苦
労や努力があったことは言うまでもない。肉体だ
けでなく精神も強靭な彼らに最大級の拍手と敬意
を送りたい。 
　今後とも日本拳法部から 目が離せない。

写真＝左　中山博貴さん　右　濱田倫子さん



　平成25年10月1日より、大阪市では全ての区で
資源化可能な古紙・衣類の分別収集を開始した。
普通ごみの中に分別排出の対象品目が混ざってい
るなど、分別排出ルールが守られていないごみは
啓発シールを貼り、収集せずに残置される。2009
年度の環境省の調査で大阪府がごみ排出量のワー
スト1位になるなど、大阪府ではごみの排出量が以
前から問題となっている。そのためこれまでにも
ごみの排出量を減量するための様々な対策がとら
れてきており、その量は年々減少傾向にある。そ
して今後更なるごみ減量のためには、普通ごみで
多く出されている紙類や衣類のリサイクル等も必
要であることから、今回このような取り決めがな
された。これにより、大学側でもより一層のごみ
の分別の徹底が必要とされることとなる。 
　大阪市立大学では、毎年学生が出すごみの分別
が不十分であることが問題となっている。特に今
年度は残置されるゴミの量が例年よりも多く、問
題は非常に深刻化してきている状態だ。そこで今
回は改めてごみの分類についてまとめてみた。こ
れを機に自分たちが捨てているごみがちゃんと分
別できているのかどうか、今一度確かめていただ
きたい。 !
○普通ごみ…食品残さ(生ごみ)、木くず、繊維くず、
革類、資源化できない紙くず 
　　　　　　　　　　　  
　金属でできたものとの混在は不可である。また、
木くずは看板から出るものが多い。しかし看板を
解体せずそのまま捨ててしまうと、残置されてし
まう。必ずごみに出すときは折るなどして小さく
し、釘なども抜く必要がある。11月は銀杏祭があ
るということで、木くずの量も増えるであろう。
処理の際は注意していただきたい。 !!
○資源ごみ…飲料用の缶、瓶、ペットボトルのみ !
　試薬容器、酒瓶は含まれない。缶は飲料用のも
のに限られるため、ペンキ等の缶は不可である。
ペットボトルのキャップやラベルはプラスチック
ごみとなるので、そちらもしっかり分ける必要が
ある。 !!
○プラスチックごみ…プラマークのついた容器包
装プラスチック類、発砲スチロール類のみ !
　これらは汚れていれば洗う必要がある。また、
実験で使用したものは絶対に混ぜてはいけないの
で、気を付けてほしい。 

○紙ごみ…ダンボール、新聞・チラシ、雑誌類・書
籍、ミックスペーパー、紙マークのあるもの、シュ
レッダーごみ !
　これが今回強化された分類である。匂いのつい
た紙や汚れた紙、粘着剤が付着した紙等はリサイ
クルできない。あくまできれいな紙がリサイクル
対象となる。シュレッダーごみはそれだけをごみ袋
にまとめて出す必要がある。また、布張りの書籍
は通常では出せないので注意していただきたい。 !
　以上がごみの分類と簡単な注意事項である。こ
こで気を付けていただきたいことは、大学は「事
業所」であるということだ。事業所で排出される
ごみには産業廃棄物と分類されるものがあり、捨
てられるごみの種類は一般家庭よりも多く制限を
受ける。そのため、学生は勘違いして処理してしま
うことが多いというのが現状である。ごみの分類
に関する詳細は、ポータルサイトの学生掲示板、
「全学生対象のお知らせ」、「課外活動」からダ
ウンロードできるので、ぜひそちらの方でも確認し
ていただきたい。 
　　大阪府のごみ問題が徐々に改善されていく一
方で、市大内でのごみ問題が悪化の一途をたどる
今はまさに市大生のモラルと常識が試されている。
また、大学側もいかに改善に向けた対応策を考案
できるかが今後の課題であろう。分類表示のある
ごみ箱の数を増やすなど、まだまだ工夫できる点
はあるはずだ。ごみ減量のためのよりよい環境作
りを推進してくれることを期待したい。とはいえ、
やはり最終的に問題を解決へと導くのは個人の行
動である。正しいごみの分類ができていなくても、
出せればそれでいいのか？隠せていればそれでいい
のか？残置されたごみは、自分には関係ないのか？
否、分類が不十分であるごみは他でもない私たち
が生活するこの市大に残されるのである。そして、
残置されたごみの処理には多大な労力を要するの
だ。貴方が捨てようとしているごみの分別の仕方
は、本当にそれで合っているだろうか？ 

大塚成美 (Hijicho)
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10月よりスタート！ごみの分別新ルール 

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/



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12 第22号 2013年11月6日

12

Hijichoとは？

新メンバー募集中！！
興味のある方はhijicho@gmail.comまでご連絡ください。

Hijicho 大阪市立大学新聞は、「つながりの創出
による地域活性化」を理念に、市大新聞の発行や
ニュースサイト「Hijicho Web」の運営、BOXの
配分やBOXに関する意見や要望を大学に届ける
「BOXアセスメント」、地域のつながりを創出
する各種イベント企画などを行っています。
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