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年賀状で伝えられる「思い」とは ▶9面

02面おもろい学生おりまっせ！
第10回〜ザンビア写真展開催・米田愛恵

ニュース

市大の定款変更案が否決~統合への影響は~
繋がりから生まれる防災
銀杏祭フォトレポート&ミスキャンの声
奨学金かえせる？

コラム

解説・大学入試2次試験に面接導入へ
年賀状で伝えられる「思い」とは
ランキングから見る大阪市立大学

!

▶04面
▶11面
▶14面
▶16面

!

▶06面
▶09面
▶10面

その他

大阪歴史探訪第一回
川口居留地ー大阪にもあった居留地ー ▶08面
クリスマスwith明王
〜煩悩を消し去りたい君へ〜
▶12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。

Hijicho 大阪市立大学新聞 第23号 2013年12月2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/
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Hijicho 大阪市立大学新聞

おもろい学生おりまっせ！

第10回〜ザンビア写真展開催・米田愛恵〜
みなさんは、ザンビアという国をご存じだろう
か。アフリカの南部に位置する国だが、その国名に
ピンとくる学生は少ないだろう。
さらに言えば、アフリカに対して明確なイメージ
を持っている学生はあまりいないだろう。今夏にザ
ンビアを訪れ、そこで見てきたことを写真展の形で
発信しようとしているのが、文学部3回生の米田愛
恵 (よねだまなえ) さんだ。
ザンビアへの訪問だけでなく、ボランティアなど
様々な活動に精力的に取り組む彼女に迫った。

!

ザンビアでの13日間を単なる思い出にしたくない、
自分の中で次のアクションに繋げたいという目標が
あったので、その思いをシェアするために写真展を
開催することになりました。
写真展では、自分たちがザンビアで撮った写真を
展示します。ギャラリー代や印刷代は、クラウドファ
ンディング(※注)を利用して寄付金を集めました。ま
た、今回のイベントでは、写真展にスタディツアー
参加メンバーがずっと在廊していて、メンバーとも
交流できるようになっています。大阪2日目にはトー
クイベントも開催します。メンバーの口から直接ザ
ンビアでの経験を伝えてもらうことで完成すると思っ
ています。
知ってくれた人が何かアクションに移してくれた
らと思います。そして、なんとなくアフリカに行っ
てみたいけどよくわからない人や、興味はあるけど
踏み出せないという人の背中を押せたらと思います

写真=先日行われた、フィリピン台風被害への募金の様子
(米田さん=右から2番目)

!

人との縁を大切に!
写真＝米田愛恵さん

ザンビアに生きる人たちを伝えたい!

私は夏に、ザンビアへのスタディツアーに参加し
ました。アフリカと聞くと、発展途上国、貧富の差、
紛争など、日本ではあまり良いイメージがないので
はと思います。私自身も行く前は、厳しい環境が多
いという印象を持っていました。しかし、実際行っ
てみると現地の人はあたたかく陽気で、とても面白
かったんです。ザンビアは、エイズで亡くなる人や
エイズ孤児が多いという問題を抱えていますが、そ
の中でも笑顔が溢れています。ザンビアという国、
そこで生きる人たちが大好きになり、日本の人たち
にも彼らの笑顔を知って欲しいと思いました。

―これまでの大学生活で力を入れてきたことは？
文学部支援機構、東北でのボランティアと写真展
開催、カンボジア訪問、ザンビア訪問など、一環性
のない大学生活でしたが、私にとっては人のつなが
りを感じる大学生活でした。人との縁を大事にし、
縁があればいつでも新しい環境に飛び込んでいく気
持ちを大切にしています。

!

―休日の過ごし方は？
寝ているときもありますが、弾丸で東京のイベン
トに行くこともあります。落差がはげしいですね。
(笑) 土曜日は団体の会議で京都に行くので、京都を
ぶらぶらしたりしていますね。

!!
!!

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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Hijicho 大阪市立大学新聞

―20万円あったら？
ザンビアに行きます。14万で航空券を取れるんで
すよ。今度2月に行く予定です。

!

―大切にしている感情は？
ちょっとでも惹かれるものがあったらやる、とい
う姿勢です。ザンビアで色々なことを感じました。
明日死ぬ、となったときに何を後悔するかを考え、
後悔する可能性をつぶしていくようにしています。

!

―どんなふうに生きていきたいですか？
常に柔軟にありたいです。自分の考えを持ってい
つつ、その考えが周りからの影響でなく自分がフ
ラットに考えられた結果でありたいです。その一瞬
一瞬に全力を尽くしていたいと思いますね。
―市大生に一言！
大学にいると、すごく中に籠っている感じがする
んですが、外の世界も見てみてほしいですね。外に
飛び出すと、もっとおもしろい人、おもしろい景色
に出会えると思います。
海外に行くことを勧めているわけではないです
が、ちょっと足を伸ばしてみたら色々な発見があり、
それによって市大をまた好きになることもあるかも
しれないと思います。
私ももっと飛び出さないといけないですけどね！
長澤彩香 (Hijicho)
(注) クラウドファンディング…特定のプロジェクト
またはベンチャーの資金調達をするために、インター
ネット経由で不特定多数の人に財源の提供や協力な
どを求めること。

!!
!

第23号 2013年12月2日

From editor!

私は米田さんとこれまでにも交流があったが、米田
さんの活動を知るたびにとてもエネルギッシュな女性
だと思う。海外に出たりボランティアに打ち込んだり
している学生は「意識が高い」という言葉で片付けら
れがちだが、米田さんは自分がやってみたいことをやっ
ているだけなのである。それと同時に、常に新しい環
境に飛び込んでいく、向上心を忘れない姿勢がとても
強い。
後悔したくないという気持ちで様々なことに挑戦し
続ける彼女は、3月からフランスへの留学をも控えて
いるという。
一歩踏み出す勇気が欲しい人は彼女の姿勢を見習っ
てみてほしい。まずは一歩外に出て、写真展に足を伸
ばしてみよう。

イベント概要!

アフリカ南部に位置するザンビア共和国。日本人の
多くがアフリカ＝貧困、危険などのイメージを持つ中、
ザンビアという国が一体どのような場所なのか。2013
年8月19日より13日間、スタディオアフターモードと
株式会社日本エコプランニングサービスによる「ジャー
ナリスト佐藤慧と行くザンビア・スタディツアー」に
参加した8名が、実際にザンビアで見て、考え、感じ
たものを各々の視点で伝える写真展を開催します。ギャ
ラリーには小さなカフェスペースも設けていますので、
来場者の方々と交流しながら、ザンビアという国を身
近に感じて頂けたらと思います。みなさんのご来場を
心よりお待ちしております。

!

大阪会場「Cartabianca」
（http://cartabianca1918rosso.com/ssb/map）
日時:12月14日（土）13:00〜20:00
12月15日（日）11:00〜19:00
※メンバーによるトークライブ
12月15日（日）14:00〜15:00

!

◆入場:無料

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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第23号 2013年12月2日

市大の定款変更案が否決~統合への影響は~
11月22日の大阪市議会・都市経済委員会におい
て、大阪市立大学と大阪府立大学の統合に先駆け
て、橋下徹大阪市長が提案する「市大の定款の一
部変更案」と「市大の中期目標の一部変更案」が
大阪維新の会以外の全会派の反対を受けて否決さ
れた。これにより府市両大学の統合が鈍化するこ
とになりそうだ。

!

市大の定款の一部変更!

特にポイントとなるのが、現定款第10条の改変であ
る。現行の定款では、「理事長の任命は、法人の申し出
に基づき、市長が行う。」となっているものを、「理事
長の任命は市長が行う。」と改変するという案である。
それに伴い第10条2項「理事長は、市立大学の学長とな
るものとする。」や同3項「理事長を選考するため、理
事長選考会を置く。」といった文面は削除される。そし
て新しく第11条「市立大学の学長は理事長とは別に任命
するものとする」という文面が設けられる。

!

現定款の第10条改変案の概要は以下の通り。 (http://
goo.gl/inid44)

現行!

（理事長の任命等）
第１０条 理事長の任命は、法人の申し出に基づき、
市長が行う。
２ 理事長は、市立大学の学長となるものとする。
３ 理事長を選考するため、理事長選考会議を置く。

!

４ 第１項の法人の申し出は、理事長選考会議に基
づき行う。
５ 理事長選考会議は、委員６人で構成し、委員は、
次に掲げる者各同数を
もって充てる。
（１）第１７条第２項第２号から第４号までに掲げ
る者の中から同条第１
項に規定する経営審議会において選出された者
（２）第２０条第２項第２号から第５号までに掲げ
る者の中から同条第１
項に規定する教育研究評議会において選出された者
６ 前項第１号に掲げる者のうち１人は第１７条第
２項第２号又は第３号に
掲げる者、前項第２号に掲げる者のうち１人は第２
０条第２項第３号に掲
げる者でなければならない。
７ 理事長選考会議に議長を置き、委員の互選によっ
てこれを定める。
８ 議長は、理事長選考会議を主宰する。
９ 第５項から前項までに定めるもののほか、議事
の手続その他理事長選考会議に関し必要な事項は、
議長が同会議に諮って定める。

改変案!

（理事長の任命） →大幅改変 キーポイント
第１０条 理事長の任命は、市長が行う。→大幅改変
キーポイント
２ 削除
３ 削除
４ 削除
５ 削除
６ 削除
７ 削除
８ 削除
９ 削除 →大幅改変

!

（学長の任命等）→ 新設・大幅改変
第１１条 市立大学の学長は理事長とは別に任命するも
のとする。
２ 学長を選考するため、市立大学に学長選考会議を
置く。
３ 学長の任命は、学長選考会議の選考に基づき、理
事長が行う。
４ 前項の規定により任命された学長は、副理事長と
なるものとする。
５ 学長選考会議は、委員６人で構成し、委員は、次
に掲げる者各同数を
もって充てる。
（１）第１８条第２項第３号及び第４号に掲げる者の
中から同条第１項に
規定する経営審議会において選出された者
（２）第２１条第２項から第６号までに掲げる者の中
から同条第１項に規
定する教育研究評議会において選出された者
６ 第１８条第２項第４号又は第２１条第２項第６号に
掲げる者の中から選
出された委員の数は、委員の２分の１以上でなければ
ならない。
７ 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこ
れを定める。
８ 議長は、学長選考会議を主宰する。
９ 第５項から前項までに定めるもののほか、議事の手
続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が同
会議に諮って定める。

!!

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/
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市大の中期目標の一部変更!

第23号 2013年12月2日

参考!

中期目標にも定款と同様の改変案が提出された。ポイ
ントは定款と同じく、理事長と学長の分離である。例え
ば現行の「理事長兼学長のリーダーシップのもと、組織
ガバナンスの向上のための経営組織を構築する」という
文面が、「理事長のマネジメントのもと、学長が教育研
究においてリーダーシップを発揮し、効果的な運営体制
を構築する。」に改変されるという案がある。他に「世
界的な大学間競争を勝ち抜き、より強い大阪を実現する
ための知的インフラ拠点として存在感を高めるため、大
阪府、大阪市及び公立大学法人大阪府立大学と緊密に連
携を図りながら、平成２８年度の大阪府立大学との大学
統合をめざし、設立団体がその議会等における新大学に
関する議論を踏まえて定めるスケジュールに沿って、段
階的に準備を進める。」という、「大阪府立大学との統
合による新大学実現へ向けた取組の推進」の旨が追記さ
れた。つまり、今までは市大だけに関する中期目標であっ
たのだが、それを統合を見据えた中期目標へと改変しよ
うとしたのだ。

□ 大阪開業支援室「橋下市長提案の大学統合への議
案が否決！」
URL：http://goo.gl/qODTP7
□公立大学法人大阪市立大学定款の一部変更について
URL：http://goo.gl/ntdiiP
□公立大学法人大阪市立大学定款の一部変更について
対照表
URL：http://goo.gl/inid44
□公立大学法人大阪市立大学に係る中期目標の一部変
更について
URL：http://goo.gl/hn0nnR

!

「統合先にありき」の姿勢に批判が集中!

橋下市長は「学長は研究に力を注いでもらい、組織運
営はその道にたけた人にしてもらうことが必要」等と主
張したものの、維新以外の各会派が、「統合の是非の議
論が深まっていない中、統合の地ならしには賛成できな
い」などとして、「統合先にありき」、スケジュール優
先の姿勢に反発する形となった。当事者である学生や教
職員の意向を無視する姿勢も批判の対象となった。また、
大阪市立大学と大阪府立大学の名誉教授らが「統合や橋
下市長の大学の自治への介入を憂慮する」声明を出した
りと、各所から反対の声が相次いでいたことも大きな原
因であろう。
これにより、両大学の統合が鈍化することは間違いな
いが、統合案そのものがなくなったわけではない。今後
両大学の統合は頓挫に終わってしまうのか、それとも別
の形でこの先統合が実現されるのか、注目したい。
橋本啓佑 (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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解説 大学入試2次試験に面接導入へ
政府の教育再生実行会議は10月31日、現行の大
学入試センター試験に替わる共通試験 (達成度テス
ト ※仮称) の創設と、2次試験への面接や論文試験
の導入の推奨を盛り込んだ大学入試制度改革の提
言書を安倍首相に提出した。
達成度テストは、センター試験を見直した「発
展レベル」のテストと、高校在学中に基礎学力を
測る「基礎レベル」のテストの二種類で構成され
る。発展レベルのテストは、大学入試を実施する
際の基礎資格として利用できるようにする予定で、
知識偏重の1点刻みの選抜から脱却できるよう、そ
の結果をレベルに応じて段階別に示すとしている。
また一回きりの受験ではなく、複数回受験できる
制度設計を目指す。
また、2次試験では学力だけでなく、面接 (意見
発表、集団討論等) や論文、高等学校の推薦書、受
験生が能動的・主体的に取り組んだ多様な活動 (生
徒会活動、部活動、インターンシップ、ボランティ
ア、海外留学、文化・芸術活動やスポーツ活動、
大学や地域と連携した活動等) 、大学入学後の学修
計画案を評価するなど、各大学のアドミッション
ポリシー (入学者受入方針) に基づく多様な方法に
よる入学者選抜を実施し、これらの選抜による入
学者割合の大幅な増加を図ることを各大学に求め
ていく構えだ。
共通試験の具体的な実施方法や実施体制などは
今後、関係者の意見も踏まえ、文部科学省の審議
会である中央教育審議会などで専門的・実務的に
検討されることになる。

し責任を果たす規範意識や使命感が必要であり、
幅広い教養と日本人としてのアイデンティティ、語
学力や交渉力、多様な人と協働する力を含めたコ
ミュニケーション能力、課題発見・探究・解決能
力、リーダーシップ、優しさや思いやりといった豊
かな感性などを培うことが重要です。
このような力は、義務教育の基礎の上に、高等
学校、大学の段階で伸ばしていくものです。しかし、
その間をつなぐ大学入学者選抜が、知識偏重の1点
刻みの大学入試や、本来の趣旨と異なり事実上学
力不問の選抜になっている一部の推薦・AO入試に
より、大学での学びに必要な教養や知識等が身に
付いているかどうかを確認する機能が十分発揮さ
れておらず、ⅰ）大学入試に合格することが目的化
し、高等学校段階で本来養うべき多面的・総合的
な力の育成が軽視されている、ⅱ）大学入学者選
抜で実際に評価している能力と本来大学が測りた
いと考えている能力との間にギャップが生じ、学
生にとっても大学入学後の学びにつながっていない、
などの課題が指摘されています。
大学入学者選抜は、本来、高等学校教育を基盤
として、各大学のアドミッションポリシー (入学者
受入方針) の下、能力・意欲・適性を見極め、大学
での教育に円滑につなげていくことが求められます。
このため、大学入試の仕組みの改善のみを問題に
するのではなく、高等学校教育、大学教育、大学
入学者選抜の在り方について、一体的な改革を行
う必要があります。(要約以上)

改革の背景!

解説!

!

この大学入試改革案が提言された背景を見てみ
よう。提言書内では以下のように説明されている。
(以下 「高等学校教育と大学教育との接続・大学入
学者選抜の在り方について」（第四次提言）要約)

!

グローバル化の進展の中、日本が将来にわたっ
て国際社会で発展していくためには、世界を舞台
に挑戦する主体性と創造性、豊かな人間性を持っ
た多様な人材が活躍することが求められます。 ま
た、生産年齢人口が減少していく中で、経済成長
を持続していくには、人材の質を飛躍的に高めて
いく必要があります。
そのためには、教育の在り方が決定的に重要で
す。人材の育成に当たっては、夢を持ち、それを
強い志に高め、実現に導く情熱や力、社会に貢献

!

このように本提言は、社会構造が大きく変化す
る中、大学入試において学生の能力や意欲を多面
的・総合的に評価し、そういった観点で「優秀な」
学生を選抜し、大学での学びへとつなげ、人材の質
を飛躍的に高めることで、日本の国力を向上させ
ることが主要な目的であるが、理想が先走りして
いる感は否めない。本提言は、大学や受験生にさ
らなる負担増を招きかねないものだ。達成度テス
トは複数回の実施予定であり、その分だけ問題作
成・採点等の運営に関わる業務は増えるだろう。
また、2次試験への面接等導入には、面接官の人選
や選考基準の取りまとめなど、実施に至るまでに
は様々な課題が考えられる。

!
!

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/
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考えられる課題!

公平性は確保できるのか?
意欲や適性も含めた総合的・多面的な人物評価
ともなると、採点基準は曖昧になる可能性が高い。
なぜなら、面接や受験生それぞれの高校における
活動、大学入学後の学修計画案などというのは、
単純に比較できるようなものではなく、その採点
には主観的な要素が入り込む余地が大きいからだ。
しかも多数の志願者がいる大学では、面接によっ
て、その全員の能力や意欲をしっかりと見極めて
評価するというのは物理的にも困難だろう。

!

多様な人材を見極め、受け入れることはできるの
か?
この大学入試制度改革は、大学に「多様な人材
を受け入れる」ことも目的の一つである。しかし、
面接を導入すると逆に人選の幅を狭めてしまわな
いだろうか。面接で高い評価を受けるのは、はき
はきと受け答えのできる、いわゆる「コミュニケー
ション能力」に長けた受験生だろう。しかし受験
生の中には、面接が得意でないが、特定の学問分
野に突出した才能を示す者もいるはずだ。そのよ
うな可能性の芽を摘んでしまわないためにも、面
接に比重を置き過ぎるのではなく、真に「多面的
な」人物評価が不可欠だ。

!

受験生への新たな負担
受験生には、これまでの受験勉強とは違った入
試対応が必要となってくる。例えば、高校での生
徒会活動、部活動、インターンシップ、ボランティ
アなどの活動が高い評価を受けるならば、大学入
試のためにそれらの活動に取り組み、アピールで
きる話づくりに奔走する高校生も現れるのではな
いだろうか。また、学校や予備校で面接対策が行
われることになるだろう。
しかも、いったい何が人物として高い評価を受
けるのか、明確な基準がない以上、受験生も何を
磨けば良いのか分からなく、努力の方向性も定ま
らないだろう。そして、いざ面接を受けて不合格
だった場合、自らの意欲や適正、人間性といった
ものを否定された気持ちに陥ってしまうと考えら
れる。ペーパーテストのように明確な合格の指針
があれば、その分だけ努力しようという意識は生
まれやすいし、不合格であっても面接よりはその
結果を受け入れることができるのではないだろう
か。以上から、面接の導入によって、受験生への
心理的負担はさらに増すと考えられる。

第23号 2013年12月2日

まとめ!

提言書内では「知識偏重の1点刻みの試験のみに
よる選抜」からの脱却が謳われている。はたして1
点刻みの合否判定というのは、そこまで忌避され
るべきものなのか。1点刻みの合否判定とは、裏を
返せばそれだけ客観的であり、公平であるという
ことだ。ペーパーテストは意欲や適性も含めた総合
的な人物評価という曖昧な基準による選抜方法よ
りも、数段公平なシステムであるということを見落
としてはならない。
もちろんセンター試験や推薦・AO入試など、現
行の大学入試制度には改善の余地があると思われ
る。しかしながら、今回の大学入試制度改革は、
大きく舵を切ることになり、それだけ懸念点も多
い。だからこそ、慎重な検討を願いたいところだ。
何よりも、時の受験生に余計な混乱を招かないよ
うな制度設計が望まれる。
鶴木貴詩 (Hijicho)

!

参考!

□「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜
の在り方について」(第四次提言) (平成25年10月31日)
URL：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/
teigen.html

!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

!

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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大阪歴史探訪 第一回 川口居留地ー大阪にもあった居留地ー
古代には難波宮がおかれ、江戸の世には天下の
台所として栄え、明治以降には近代都市として発展
してきた歴史あるモダン都市大阪。ここではそん
な大阪の歴史に焦点を当て、知られざる大阪の魅
力を発掘すべく、大阪の歴史にまつわるいろいろ
なものを紹介していこう。

!

今回は今年の水都大阪とも関連して川口居留地を
取り上げる。

!

居留地*と聞くと、関西では神戸を連想される方
が多いだろう。そのような居留地がかつて大阪に
も存在した。居留地とは外国人の居住や営業のた
めに国内の一部を指定するものであり、日本では
安政五年(1858)に米、英、仏、露、蘭の五カ国と
結んだ修好通商条約によって翌年神奈川と長崎が
開港されて以来約40年にわたって存在した。その
中の一ヶ所として大阪に作られたのが川口居留地
である。
川口居留地は安治川と木津川の分岐点で、両川
に挟まれた川口町に位置する。今年10月に開催さ
れた水都大阪フェス2013に行かれた方はご存知か
もしれないが、この場所は、ちょうど今年ラバーダッ
ク (巨大アヒル) が浮かべられていたあたりである。
居留地と定められ、慶応4年 (1868)7月29日に各国
に競売にかけられた際には、百坪あたりの平均価
格が神戸の1.4倍で完売するなど、当初は外国商人
達の大きな期待を背負って出発したといえるが、
この地は河川港であり、堆積物のせいで水深が浅
く大型船が入れない、河口から約6km上流であり
小型船で運ぶにしても不便という致命的な欠点が
あったため貿易港としては栄えず、その役目は神戸
に譲ることとなった。かわりに、明治の世になっ
て禁教令が解かれたこともあり、宣教師達が集まっ
てきた。このころにはまだ空き地も少なくなかっ
たが、彼ら宣教師達によって教会や学校が数多く
建てられると、今でいう神戸のような居留地らし
い雰囲気になっていったという。このとき建てら
れた学校としては、大阪信愛女学院、平安女学院、
桃山学院、プール学院などがある。現在はいずれも
移転しているが、伝道の一環としてこの地に集中し
ていたのである。また、創建年は居留地撤廃後だ
が、大正9年(1920)に現在も残る川口基督教会**が
建てられており、この地域の性格を窺わせる。

最後に、現在残っているものであるが、残念な
がら居留地時代の建物は残されていない。先述の
川口基督教会や、いくつかの古いコンクリートの建
物などが旧居留地としての趣を伝えるのみだが、地
図を片手に注意深く探れば当時の面影を見つけ出
す事ができるかもしれない。
古迫肇 (Hijicho)

!

語注!

*居留地…外国人居留地。国内の一部を、外国人の居住及
び営業のために指定した地域。
**川口基督教会…大正9年に建てられたレンガ造りの教会。
川口町におけるキリスト教の中心となった。

!

アクセス!

大阪市営地下鉄中央線／千日前線 阿波座駅より徒歩10分
大阪市営バス 川口1丁目 下車すぐ

!

参考文献!

『大阪川口居留地の研究』堀田暁生・西口忠編、思文閣
出版 1995

!!
!!
!!
!!
!

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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年賀状で伝えられる「思い」とは
近年、日本人の年賀状離れが深刻になっている。
年賀はがきの発行枚数は2004年正月向けの44億
5900万枚をピークに年々減少を続け、ここ数年で
は毎年およそ１億枚のペースで減りつづけている。
今年2013年向けに発行された年賀状は35億8700
万枚であり、ピークに比べると約20％も減少した
ことになる。何がここまでの急速な年賀状離れを
引き起こしたのだろうか。

!

原因は個人情報保護法!

大きな原因のひとつに、個人情報保護法の施行
があげられる。右肩上がりだった年賀はがきの発
行枚数が減少に転じたのは同法が全面施行された
2005年のことである。年賀状について調査した日
経新聞の記事でも、年賀状離れの原因の一つに個
人情報保護をあげている。そして、このような声が
紹介されている。「さらに、昨今の社会情勢を映し
てか、○ここ数年、個人情報の取り扱いが厳しく、
上司・同僚の住所を知らない。また、職業上の理
由から、利害関係者への挨拶はおこなっていない
（30代男性）というご指摘もありました。かつて
のような社員名簿がない企業も増えていて、幸か不
幸か、はがきを出しようがない実情もあるのです。」
私たちにとっての身近な変化といえば卒業アルバム
の巻末の住所録であろう。私自身の例で言うと、
幼稚園の卒業アルバムまでは、最後のページに全
卒業生の住所録が載っていたが、小学校以降の卒
業アルバムは寄せ書き用のフリースペースとなった。
卒業アルバムの最後のページを開き、住所を書き
込み、一通の便りを出すという連絡方法は2005年
以降の卒業生には不可能となってしまった。
つまり、個人情報はそう簡単に入手できるもの
ではなくなり、あまり手軽に便りを送ることがで
きなくなってしまったということである。このよ
うな時代背景の結果、日本人の新年の挨拶の形も
変わってきているのだ。

日本郵便の対策!

日本郵便は日本人の年賀状離れに歯止めをかけ
ようとさまざまな工夫を凝らしている。例えば、
相手の住所を知らなくても、メールアドレスやSNS
のアカウントがわかれば年賀はがきを送ることが
できるインターネット上のサービスを提供している
が、これは個人情報保護法により個人情報の入手
が難しくなった現代には適した年賀状の送り方か
もしれない。年賀状という形で新年の挨拶をする
ことに個人がどのような意味を込めているかによ
り、このようなサービスを利用するかどうかが決
まってくるだろう。

!

年賀状の歴史!

「日本で最初の年賀状」はいつ誰によって出さ
れたのかといえば、残念ながら史料は残っておらず、
正確なことはわからない。しかし、平安後期に藤
原明衡によってまとめられた往来物（おうらいも
の・手紙文例集）「雲州消息」には、年始の挨拶
を含む文例が数編収められており、この頃には、
少なくとも貴族階級の中には、離れた所にいる人
への「年賀の書状」が広まっていたと考えられてい
る。さらに江戸期に入ると、街道の整備とともに
「飛脚」という貨物などを輸送する職業が浸透し
ていき、江戸中期には、町人文化の爆発的な隆盛
とともに、遠隔地だけでなく、江戸市中を配達す
る「町飛脚」なども多く現れた。武士階級だけで
なく、庶民も手紙を出すことが普通になってきた
ということである。その背景には、寺子屋など庶
民教育の急速な普及があった。江戸後期には日本
は世界一、就学率、識字率の高い国だったとも言
われている。日本人は江戸時代、寺子屋で手紙の
読み方・書き方を学び、その頃から「年賀の書状」
が、身近な存在となった思われる。

!

年賀状を出す意味とは!

郵便というサービスが始まってから浸透した文
化である年賀状が、ネット社会という新たな文化
に淘汰されるのは時代の流れからすると致し方な
いのかもしれない。今まで簡単に知ることができ
た個人情報は、ある程度心を許さなければ教える
ことができない1つの個人のテリトリーに変わって
しまった。だからこそ、新年を祝う言葉をもってあ
いさつし、旧年中の厚誼の感謝と新しい年に変わ
らぬ厚情を依願する気持ちを伝えるという意味を
込めて年賀状を出すことは、ステータスではなく
真意となっていくのではないだろうか。手軽に多
数の人に挨拶ができる「あけおめメール」も悪く
はないが、大切な人には気持ちのこもった年賀状
を送ってみてほしい。
田上結稀 (Hijicho)

参考文献!

□主流の年賀状に吹き続ける逆風-日本経済新聞
URL：http://www.nikkei.com/article/
DGXNASFK13027̲T11C12A1000000/
□年賀はがき:当選率アップにメールアドレスでも減少対策毎日新聞
URL：http://mainichi.jp/select/news/
20131101k0000e040260000c.html
□年賀状をめぐる文化を展示したWeb上の総合博物館「年
賀状博物館」
URL：http://www.nengahaku.jp/

そもそも、年賀状というのはいつごろから始
まったものなのだろうか。

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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ランキングから見る大阪市立大学
「本当に強い大学総合ランキング(2013年)」
(『週刊東洋経済』2013.11.02特大号) において市
大が昨年の33位から大躍進して19位にランキング
を上げた。また、「就職に強い大学総合ランキン
グ(2013年)」 (『週刊ダイヤモンド』2013.10.12特
大号) において市大は7位 (公立大学としては1位)
を獲得した。そのほか当新聞でも以前取り上げた
が、アジア地域の大学ランキングでは69位にラン
クインした。
今回そういった大学ランキングに注目し、ラン
キングから市大の姿を見つめてみる。

このような結果になった要因として、先述した就
職支援室や、生協主催の公務員講座など、充実した
就職支援体制が考えられる。
また、これは大学ランキングとは違うが、「人
気業界に強い部活」ランキングというものが発表
されており、ラクロスや硬式野球、サッカーをは
じめとした運動部が上位を独占している。運動部
の活動がそのまま就職活動に活かせたり、OB/OG
とのつながりが強いことがその要因となってりう
ようだ。市大にも多くの運動系の部活があり、そ
れもまた就職率の高さを助長したのかもしれない

本当に強い大学総合ランキング

ランキングが全てではない!

!

19位!

上述したように、『週刊東洋経済』「本当に強
い大学総合ランキング」で、市大は19位となった。
このランキングは「教育力」、「就職力」、「財
務力」の3点から大学を評価したものである。それ
ぞれの項目について3~4項目の指標を設定し、計10
項目の指標を偏差値に換算し、その合計を10で割っ
たものを総合ポイントとしてランキングにしてい
る。
教育力は3項目に分かれている。ひとつは「教育
研究充実度」で、各大学が教育や研究にどれだけ
お金を使っているかを示している。次に「科学研究
費補助金」で、大学の研究者や研究グループに国か
ら交付される補助金を示している。最後に「教員
一人当たりの学生数」があり、数値が低いほど学
生に対する教員のサポートが手厚いと考えられ
る。
就職力は「就職率」、「上場企業役員数」、
「主要企業404社への就職率」の3つの項目から成っ
ている。「就職率」の高さは大学選びにおいて重
要視される項目のひとつであり、就職率をPRとし
て打ち出す大学も少なくない。
財務力は4つの項目がある。「志願者数増減率」
は各大学への志願者数を5年前と比較したもので、
収入に直結する大事な指標である。ほかに、「経
常収益率」、「自己努力収入比率」、「自己資本
比率」がある。
市大の場合、例えば就職支援が手厚い。就職支
援室は各種就活関係のセミナーや、個別指導など
に力を入れており、それが評価につながったのだ
ろう。また、公立大学の特徴である少人数教育 (評
価項目でいう「教員一人当たりの学生数」) も、他
大学と比較して突出しているというわけではないが、
評価を上げることにつながったと考えられる。

!

就職に強い大学総合ランキング

7位!

続いては同じく上述『週刊ダイヤモンド』の「就
職に強い大学総合ランキング」において、市大は7
位となった。ちなみに公立では1位となる。ランキ
ングでは「上場企業就職率」、「公務員就職率」、
「国家公務員就職率」も同時に発表しており、「上
場企業就職率」ランキングでは30位に、国家公務
員就職率」ランキングでは19位に入っている。

!

先述したように、例えば偏差値 (入学難易度) が
低い大学が必ずしも教育の質が劣るわけではない (そ
の逆も然り) 。「市大統合から国の成長戦略まで
今、注目を浴びる大学ランキング 〜市大アジア69
位ランクイン〜」の記事でも述べているが、ラン
キング (数値) では測れない部分で魅力を兼ね備え
た大学というのはいくらでも存在するだろう。ま
た、その大学に通う人自身にもよってくる。すなわ
ち、いくらいい大学に在籍していても、そのいい部
分を活用していなければ意味はないし、逆にラン
キングで評価されない大学であっても、そのいい部
分をフルに活用していれば、その人にとってはそこ
での大学生活は充実したものになるだろう。
また現在の「大学全入時代」、大学の「競争と
淘汰」の時代において、各大学が「教員中心」か
ら「学生中心」へと視点を変え、教育の質を上げ
たりするなど、大学改革に乗り出している。特色の
ある大学が増え、学生たちの選択の幅は広がって
いる。偏差値や就職率などのランキングだけにと
らわれず、オープンキャンパスなどの機会を活用し、
自分の目で行きたい大学を見極めることが大切で
ある。それは大学も同じで、ランキングにとらわ
れることなく、各大学の特色を打ち出していくこ
とが大切であろう。
橋本啓佑 (Hijicho)

参考!

『週刊東洋経済』2013.11.02特大号
『週刊ダイヤモンド』2013.10.12特大号

!関連記事!

□市大統合から国の成長戦略まで 今、注目を浴びる大学
ランキング 〜市大アジア69位ランクイン〜(2013.10.01)
URL：http://hijicho.com/?p=14435
□市大は強い！ 経済誌調査で国内14位 (2011.10.21)
URL：http://hijicho.com/?p=2306

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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繋がりから生まれる防災
地震、大雨、洪水、…災害大国日本において、
日ごろから緊急事態に対する備えをしておくことは
重要だ。幸い大阪府ではここ数年大きな災害にみ
まわれてはいないが、油断してはいけない。住吉区
では今確認されているだけでも

一時避難所は一時的に避難できる広場、公園や学
校の校庭などで、収容避難所は宿泊・給食等の生
活機能を提供できる施設を指す。詳しくは住吉区の
ホームページで「防災情報」のページから「住吉
区避難場所一覧」(http://p.tl/yZi2)より確認できる。

・東南海・南海地震
・上町断層帯地震
・生駒断層帯地震
・有馬高槻断層帯地震
・中央構造線断層帯地震

被害軽減のために!

!
!

など5つの地震発生の可能性が予想されている。そ
の他にも風害や水害など、災害はいつ何時発生す
るかわからない。そういった危険にあった時の混
乱を軽減するためにも、自分の住んでいる地域の
防災に関する取り組みについて知っておくことは
大切であろう。そこで今回は住吉区の防災につい
て取り上げる。

!

住吉区防災プラン!

東日本大震災での教訓を踏まえ、住吉区では平
成24年度、25年度の2ヵ年で6地域ずつ地域ごとの
防災プランを策定し、平成25年度に区防災プラン
を取りまとめることが決定した。このプランでは
世帯数や地形など地域の違いに焦点をあて、より
身近で詳細な内容とすることを目標としている。作
成にあたっても役所だけでは内容に偏りが出ると
のことで、町会の役員をメインとするなど地元の
住民からの目線を重視した工夫がなされている。
災害発生時は人々が協力して自分、そしてお互いの
身を守ることが重要だ。このプランではそのため
に自分たちがどういった行動をとるべきかが書か
れている。完成すれば対象地域の世帯に配布され
る予定だ。

!
避難所!
!!
!!
!!
!!

!

災害発生時の被害軽減のためには、高齢者や障
害者の認知が大きなカギとなる。高齢者や障害者
の存在を把握し対策を練ることで、災害による死
者数が減ることにつながるのだ。そのため現在住
吉区役所は高齢者や障害者のための施設と提携す
るなど、災害発生時における要援護者の支援を中
心とした防災活動に取り組んでいる。しかし区役
所ができるのはあくまで『対策』でしかない。一
番重要なことである『認知』は、区役所側だけで
は限界がある。そこで町会や近所同士など、より
小さなまとまりでの把握が必要となってくるので
ある。
では、自分たちの地域に住むお年寄りや障害を
もった方々を知るためにはどうすればよいのか？
その答えは、地域の人々とのコミュニケーション
である。日ごろから地域の人々と接し、繋がりを
もつことで、災害が起きたときに誰のもとへ駆け
つければよいのか、避難時にどういった弊害があ
り、どういったところで手助けをすればよいのか
が分かるのだ。もちろん、お年寄りや障害をもつ
人々はただ受け身になって認知されるのを待つだ
けではいけない。自ら伝えていくということも大
切である。そうして生まれた繋がりが自分の命、
ひいては他人の命を救うことへとつながるのだ。
そういった意味でも、地域でのコミュニケーショ
ンは大切にしてほしい。
大塚成美 (Hijicho)

!!
!!
!!
!

住吉区内の広域避難場所は上のとおりである。
この他にも住吉区には一時避難所が26ヶ所(うち救
助のための資器材があるのは16ヶ所)、一時避難所
兼収容避難所が38ヶ所あり、全て合わせて67ヶ所
の避難所が存在する。広域避難場所とは同時多発
火災が発生し、人命に著しい被害を及ぼすと予測
される場合の避難に適する大きな公園などのこと。

!!

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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クリスマスwith明王〜煩悩を消し去りたい君へ〜
仏様に迫ってみよう!

冬の到来を感じる季節になってきた。街はイルミ
ネーションに彩られ、どの店に入ってもBGMはク
リスマス一色で赤や緑の色合いのグッズもよく見か
ける。クリスマスシーズンに突入した街は明るく活
気がある。祭り好きで年中楽しく騒ごうとする国民
性をもつ日本人は色々な外国のイベントも輸入して
それにかこつけお祭り騒ぎをしたがる。このクリス
マスもそうだろう。
しかし、クリスマスは楽しいものだが、それに比
例して煩悩も多くなる。気になるあの子をデートに
誘いたい、あわよくば雪の降る夜に雰囲気のいいイ
ルミネーションの下で…等、人間欲望は尽きないも
のだ。中には最初からその煩悩を断ち切りたいと願
う人もいるのではないだろうか。そのような人にお
勧めなのが仏、特に煩悩を破壊する明王である。
1年も終わりに近づいている今、この明王特集で次
から次へと襲い来る皆さんの煩悩を焼き払う手伝い
が少しでも出来れば幸いである。

!

仏・明王とは？!

仏とは、仏教における最高の存在であり、完全な
悟りを開いた聖者を意味する。一般的には、下記の
菩薩や明王、天部も含めて、広義の解釈として「仏」
と総称する。仏を分類すると以下のようになる。

!

・如来
…悟りを開いた者、真理に到達した者
・菩薩
…悟りを開くために修行し、如来になろうとして
いる修行者。
・明王
…人々の煩悩などをを取り締まり、仏の教えに導
く者
・天・天部
…光り輝く者、仏教と仏法の信仰者を守る者

!

明王は、密教特有の仏尊で、人間界と仏の世界を
隔てる天界の「火生三昧」と呼ばれる炎の世界に住
し、人間界の煩悩が仏の世界へ波及しないよう、聖
なる炎によって煩悩や欲望を焼き尽す仏である。ま
た、大日如来 (密教の最高仏) の命を受け、仏教に
帰依しない民衆を、何としても救わんとする慈悲の
怒りを以て、目覚めさせ、帰依させる役割をもつ。
そのため、仏の教えに従順でない者たちに対して忿
怒 (ふんぬ：激しく怒ること) の相で火炎を背負い、
髪は怒りによって逆立ち、武器などを手に持った恐
ろしげな姿形を現している。
様々な明王が存在するが、今回Hijichoでは、い
くつかの個性溢れる明王をピックアップし紹介して
いく。

!!
!!
!

不動明王（ふどうみょうおう）!

不動明王という名前を聞いたことがある人は多い
のではないだろうか。特に大阪では道頓堀にある法
善寺で奉られている不動明王が有名だろう。水掛不
動さん、お不動さんと呼ばれ広く親しまれている。
不動明王は破壊と救済の仏だ。口から犬歯が飛び出
し、額にはしわを寄せ、目は大きく見開いて強烈な
怒りを表す顔は大変恐ろしいが、煩悩を倒すには強
烈なエネルギーが必要であることが伺われる。纏う
智恵の炎で煩悩を焼き尽くす一方、仏教を信ずる人
をとことん救済する性質を持っているので、あなた
の煩悩も焼き切ってくれることだろう。

!
!

参考：明王と天
URL：http://www.baiyo.net/ten/index.html

愛染明王（あいぜんみょうおう）!

しかし、怒りながら煩悩を倒すのなど面倒だと思
う方もいるだろう。そんな人にお勧めなのが、不動
明王とは違ってその煩悩のエネルギーを逆に仏の悟
りに変える力を持つ愛染明王である。
人間は生きている限りずっと欲を持ち続けるものな
ので、そもそも煩悩を完全に捨て去ることは難しい。
ならばその欲をエネルギーとして活用しようという
ことだ。愛染明王は煩悩は人間を滅亡へと駆り立て
る力を持つ反面、時には生きていくうえでの活力源
ともなり、己を高める力も秘めていると考える。愛
欲煩悩を押さえつける必要がないことを示し、愛を
成就させてくれると言われている。私たちに優しい
明王と言えよう。
さて、今回ふたつの異なる明王を紹介してどちら
に祈るか迷ってしまったのではないだろうか。実は、
同時にこのふたつの明王を拝むことが出来るのであ
る。不動明王と愛染明王の二つの顔を持った「両頭
愛染明王」をここで紹介しよう。紅白の二つの顔を
持ち、左が怒りの顔で赤く、右が慈しみの顔で白で
ある。持ち物は単体の時と変わりはない。
煩悩を切り捨てるのが理であるなら、煩悩を抱え込
んで昇華させるのは情と言えるのではないだろうか。
理想は理と情と分けるのではなく、その両者が合体
したものであり、それが完璧な状態である。その完
璧な姿を現したのが、この両頭愛染だ。
理想と愛情の狭間に悩む方、どちらのおいしいとこ
ろも捨てられない・・・と悩んでいる方は、この両
頭愛染を拝むといいだろう。

!

参考：愛染明王
URL:：http://www.sakai.zaq.ne.jp/piicats/
aizen.htm

!!
!!
!!

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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烏枢沙摩明王（うすさまみょうおう）!

烏枢沙摩明王は、火の仏である。この明王は悟り
を開く時に、全ての不浄を浄に変えて、諸悪魔を退
治すること誓った。このためこの世の一切の功徳を
焼き尽くす功徳を持つ。特に有名な功徳として便所
の清めがあり、「トイレの神様」として古くから人々
に親しまれている。昔から便所は「怨霊や悪魔の出
入口」と考える思想があった。現実的に不浄で怨霊
の侵入箇所と考えられていた便所を烏枢沙摩明王の
炎の功徳で浄化しようという信仰が広まり、今に伝
わっている。また、この明王は胎内にいる女児を男
児に変える超能力があるとされ、男児を求めた戦国
時代の武将たちの間で広く信仰されていた。

!
!

参考：烏枢沙摩明王 「仏像ワールド」
URL：http://goo.gl/Yrggou
参考：烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)とは
「烏枢沙摩明王ネットワーク うすさま.net」
URL：http://www.ususama.net/ususama.html

編集後記!

いかがだろうか。日本人は無宗教だと思う方もい
るだろうが、一般には古来より先祖信仰や神道、仏
教、儒教などの教えが長い年月をかけて気質となっ
ていったと言われている。改めて自覚することは少
なくとも、私たちの生活にはそれらが根付いている
のだ。除夜の鐘も煩悩を取り除く日本の慣習として
有名だ。
人間は生きている限り煩悩が尽きることはない。
特に師走の時期はこの1年の煩悩を思い返し、穴が
あったら埋まりたくなる夜も多くなるのではない
か。しかし忘れないでほしい。人間の煩悩を必死の
形相で焼き払おうとしている明王がいることを。そ
して彼らが私たちの生活に根付いていることも。
今回取り上げた他にも様々な面白い明王がいる。
今年のクリスマスは明王とともに過ごすのもまた一
興かもしれない。
石原奈甫美 (Hijicho)
(担当：烏蒭沙摩明王・編集後記)

!

鶴木貴詩 (Hijicho)
(担当：降三世明王・仏・明王とは？)

降三世明王 (こうざんぜみょうおう)!

降三世とは「三千世界の支配者シヴァを倒した勝
利者」を意味する。過去、現在、未来の三世におけ
る、 貪欲・瞋恚（しんに：自分の心に逆らうもの
を怒り恨むこと。）・愚痴の三煩悩を取り除いてく
れるとされる。
大きな特徴として、降三世明王は彫刻や絵画にお
いて、左足下に大自在天 (シヴァ神)、右足下にその
妃である烏摩妃 (パールヴァティー) を踏んでいる。
シヴァは「過去・現在・未来の三つの世界を収める
神」としてヒンドゥー教の最高神として崇拝されて
いた。しかし、大日如来は、シヴァをヒンドゥー教
から仏教へ改宗させるため、配下の降三世明王を派
遣し、シヴァとパールヴァティーを降伏し、仏教へ
と改宗させた。降三世明王は「異教とはいえ神を倒
して踏みつけている」という点で異彩を放つ仏であ
る。
五大明王 (不動明王、降三世明王、軍荼利明王、
大威徳明王、金剛夜叉明王から成る) のうちの一尊
で、単独では祀られない。関西では京都の東寺で、
彫刻として他の明王と共に祀られており、国宝に指
定されている。

第23号 2013年12月2日

!

細原千尋 (Hijicho)
(担当：不動明王・愛染明王・仏様に迫ってみよう)

!!
!
!!
!!
!!
!

参考：降三世明王 「仏像ワールド」
URL：http://goo.gl/t6G1k6
参考：e国宝 重要文化財 絹本著色五大明王像
URL：http://goo.gl/xWjt8V

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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銀杏祭フォトレポート&ミスキャンの声
11月1日(金)〜4日(月・祝)にかけて、銀杏祭が行わ
れた。その様子の一部を紹介する。

!
仮装パレード!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Miss Campus OCU 2013〜ミスキャンの
称号は誰の手に？!

銀杏祭3日目には、ミスコンも開催された。ま
ず、ファイナリスト5名のファッションチェック、特
技披露が行われた。その後、お色直しをしてウエディ
ングドレスを纏ったファイナリストらがステージに
上った。
今年のミスコンにはアカペラサークルAccordや朱
蘭も登場し、ステージを盛り上げた。

Miss Campus OCU 2013!
松浦桃子さん(生・3)!

!!
!!
!!
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

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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―ミスキャンパスに選ばれて、どうですか？
高校の友人やサークルのメンバーが見に来てく
れたので、優勝できたのは彼らのおかげです。学
祭期間中も色々な人から「頑張って」と声を掛け
てもらいました。応援してくれた人にはありがと
うの一言に尽きます。また、ミスコンに出たこと
で他のファイナリストと出会えて仲良くなれたり、
友人から久しぶりに連絡をもらえたりしました。
色々な機会を与えてもらい、本当に感謝していま
す。

!

―コンテストに出場するにあたって努力したこと
はありますか？
いつもより美意識を高め、甘いものを控えた
り、ごはんを少なめにしたりしていました。
どうしても白のウエディングドレスが着たくて、し
かも私だけタイトなものを選んだので、ドレスを
着こなせるよう体型の維持には気を遣っていまし
たね。

第23号 2013年12月2日

Doodle Art当日の様子!

10/21に文サとミスコンでコラボイベント (http://
hijicho.com/?p=14605) を合同で行ったRed Bull
DOODLE ARTの一次予選が11/3-4に談話室にて開
催された。
Red Bull DOODLE ART とは”らくがきをアート
にする”全国規模のイベントであり、学生の落書き
のNo.1が決まる。1次予選は学園祭 (関西は11/1-2
の2日間で大阪経済大学、11/3-4の2日間で大阪市立
大学) でブースが設置され、当日のみの投票形式で
あり、その上位20名が関西代表としてFacebookで
の2次予選に進むことができる。さらに2次予選を通
過した関西代表3名が名古屋で行われるFinalへの切
符を手に入れる。
「2次予選が11/23からFacebook上で行われてい
るので、全国5都市で行われた1次予選を通過した作
品を楽しみながら、投票をしていただけたらと思い
ます。”いいね”での投票なので、自分が好きな作品
がどれだけの票数をあつめているかも見られるので
楽しめる内容になっていると思います。」by Red
Bull DOODLE ART実行委員会

!
!

Red Bull DOODLE ART ( https://
www.facebook.com/events/160263187512141/ )
「今回の大阪市立大学銀杏祭における一次予選にお
いては200点を超えるらくがきが寄せられ、訪れた
観客の方々は投票に大変悩んでいた様子。らくがき
を描くにあたっての制約がほとんどないので、個性
あふれるらくがきがたくさん寄せられ一点ずつらく
がきを見る度に新鮮な気持ちになれた。この展示に
おいてはミス市大ファイナリストのらくがきも展示
され、改めてコラボイベントの楽しさを思い起こさ
せた。」と文化系サークル連合委員長の荒谷さん。
重松伽來さん、荒谷航平さんによる寄稿

!!
!!
!!

!

―松浦さんが思う「いい女」とは？
天然でおっとりした女性もいいですが、仕事ので
きるしっかりした女性はきらきら輝いていると思
いますね。そんな女性になっていきたいです。
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/
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奨学金かえせる？
11月19日大坂市立大学の840教室にて「奨学金
かえせる？」の説明会＆相談会が同大学の学生団
体HRDP主催で行われた。弁護士の山田治彦さん中
西基さん、司法書士の徳武聡子さんが招かれ、奨
学金についてやその返済方法、返せなくなったと
きの助言がなされた。

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

写真＝徳武聡子司法書士(左)

写真＝山田治彦弁護士

奨学金の今。これが奨学金の正体だ！!

山田さんは奨学金制度の現状と課題について語っ
た。奨学金を受給している大学生の割合は年々増
加傾向にあり、その数は全体の約5割に上る。学費
を支払うのが難しい状況であっても、大学進学を
選択する者が増えているようだ。
その背景には高卒での就職が困難になってきて
いるという、日本社会の高学歴化が一因としてあ
る。そして、それと同時に発生しているのが、今回
のテーマでもある奨学金返済滞納者の増加だ。こ
れには自分で借りたお金なのだから自己責任であ
るとの批判もあるが、奨学金制度自体にも多くの
問題点が存在する。例えば奨学金返済にあたって、
6ヶ月以上滞納してしまうと年率10％の利子が課さ
れるという厳しい措置がとられることになってい
る。また、返済の順番は延滞金、利子、元金の順
と定められているので、元金を返すことが難しい。
返還期限の猶予や減額返還制度、延滞金減免、返
還免除などの救済措置も存在するが、利用条件や
期間が限定されている。そして、これらの措置が十
分に周知されていないことが問題である。この他
にも奨学金制度には様々な問題が指摘されており、
今後改善していく必要があるだろう。
しかしながら奨学金返済滞納問題はその制度や
個人の責任だけでなく、就職難や世帯収入の低下
などといった、日本が抱える社会問題とも大きく
関係している。奨学金返済滞納問題とは、もはや
奨学金制度だけでは語れない問題なのだ。奨学金
制度について考えるには、様々な視点からとらえて
いく必要があるであろう。

!

返せなくなったらどうするの？!

では、奨学金を返済することが難しい状況に陥った場
合、どうすればいいのだろうか？想像すらしたくない未
来であるが、奨学金を借りている身としては必ず抱く不
安である。そんな不安に対して、徳武さんは具体的な解
決方法を力強い言葉とともに語った。徳武さんが強調し
たことは、「奨学金は借金であり、必ずなんとかするこ
とはできる」ということである。どうしても奨学金を返
済することができなくなったときの法律上の措置として
は、

!

・自己破産
・個人再生
・特定調停

!

などがある。しかし注意する必要があるのは、自己破産
や個人再生の手続きを行った場合でも保証人の責任まで
免除されるわけではなく、結果として保証人に請求がい
くということだ。そのため、親や親戚が保証人になって
いる場合はこれらの手続きを選択しにくい。そういった
場合は機関保証を利用するという手があるが、保証料が
必要なので返済額は増えてしまう。とはいえ、奨学金返
済が困難になった場合にも必ずなんらかの対処法はある
のだ。自分一人で抱え込んで身動きのとれない状況に陥っ
てしまう前に、弁護士や司法書士の方々に相談してしか
るべき処置をとってほしい。

!

奨学金と向き合う!
様々な問題や不安があったとしても、やはり経済的に
苦しい状況にある人が大学に進学するためには、奨学金
制度は必要不可欠である。また、同制度によって多くの
若者の将来の選択肢が広がっているのも事実だ。しかし
奨学金とは借金である。この認識が甘いままで安易に借
りてしまう者が多いというのも、借りる側の問題として
ある。現在奨学金を借りている学生は、今一度、自分が
卒業してからいくら返さなければいけないのか調べてほ
しい。そうして自分の返済しなければいけない金額と向
き合った時、漠然と将来に不安を感じるのではないだろ
うか。しかし、必ず解決手段はあるのだ。そして、私た
ちが今のこの状況を訴えるような行動を起こせば、日本
の奨学金制度が改善されるかもしれない。今後奨学金を
借りる学生のためにも、奨学金制度改善に向けて私たち
に何ができるか、考える必要がある。
大塚成美 (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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