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学情のiMacが利用可能に
学術情報総合センターでは、8月9日(土)からパソコン
の利用を一時停止して機器の入れ替え作業を行ってきた
が、9月12日(金)、入れ替えが終了して新しいパソコン
が利用可能になった。9月12日(金)には、まず
Macintosh (マッキントッシュ。最近は愛称のMac
(マック) の名で呼ばれることが多い) 環境が先行公開さ
れ、9月16日(火)からWindows環境も利用可能となっ
た。新しいパソコンは、5階PCルーム、ラーニングコモ
ンズと9階各教室 (情報処理演習室、端末室Ａ・Ｂ、図
形画像処理室) にて利用可能である。なお、以前行われ

今回、パソコンが新しくなったことで画面が大きく

ていたUSBメモリのウイルスチェックは行われなくなっ なり、処理速度が向上して速く作業を行えるように
た。

なった。また、搭載アプリケーション (プログラム) も

以前のパソコンには、マイクロソフト社が2001年に

最新版となり、新しい機能が利用可能になった。ただ

公開し、今年4月にはサポートが終了していたOS (オペ

し、OSが変わり、アプリケーションの版も変わったこ

レーティングシステム) である『Windows XP』が搭載

とで操作方法は以前と比べて大きく変わった。

されていた。今回導入されたパソコンは米国アップル社
製のiMac (アイマック)で、アップル社のOSである『OS ※仮想化ソフトウェア：ハードウェア (機械) と同じよ
X』 (オーエステン) の最新版が搭載されている。9月16 うに機能し、その代わりとなるソフトウェア。iMacに
導入されているものは、パソコン本体の代わりをす
日(火)からは、iMac上でWindowsの最新版である
る。
『Windows 8.1』も利用可能となったが、仮想化ソフ
トウェアを利用しているため、一般的なWindowsパソ
コンとは利用方法が若干異なる。

参考URL

学情5階PCルーム / 9階各教室の閉鎖等について
̶ OCU Portal
https://www.portal.osaka-cu.ac.jp/ja/news/gakujounei/fsi8gh
学情5階PCルームのリニューアルオープンについて
̶ OCU Portal
https://www.portal.osaka-cu.ac.jp/ja/news/gakujounei/871dwh
※上記のリンク先の閲覧には全学ポータルサイトへの
ログインが必要です。
【重要】機器更新に伴う5階及び9階のPC端末の一時
利用停止のご案内―大阪市立大学
情報処理教育システム
http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/info/
20140714.html

Hijichoでは引き続き、Macの操作方法や

便利な機能をお伝えしていきます。Webや来
月号の紙面を要チェック！

文・写真：新宅慶騎 (Hijicho)
関連記事

大学のメールシステム Oﬃce 365へ変更

http://hijicho.com/?p=15984

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/

02

03

Hijicho 大阪市立大学新聞

第29号 2014年10月3日

競技かるた部、新人戦全国制覇

平成26年8月9日・10日の2日間にわたり、滋賀県大
津市の近江勧学館にて開催された第21回全日本大学か
るた選手権大会の新人戦の部 (個人) において、市大競
技かるた部の澁谷健 (しぶや たけし) さん (生・1) が優
勝した。本大会には、全国から48大学、582名が参加
した。
新人戦での優勝を果たした澁谷さんと、同部部長の
窪田里奈さん (生・3) に話を伺った。

場所) の手札の配置や相手の特徴、反省をまとめてい
るという。「課題が多く、なかなか書くことが減らな
いです。」その口ぶりからは向上心の高さがうかがえ
る。部長の窪田さんは、「彼は努力家です。よく部室
で一人取り (※) の練習をしていますよ。」と話す。
公式試合ではA,B,C,Dの級に分かれており、段位が
上がるにつれD級からA級へと昇級できる。澁谷さん
は、平成26年9月13日に香川県で行われた大会でも、
D級での準優勝を果たした。
そんな澁谷さんに競技かるたの魅力を尋ねると、
「相手がいて、向き合って勝負できることそれ自体に
満足を感じます。勝っても負けても、楽しんでやりた
いと思っています。」と述べた。部員の話によると、
澁谷さんは試合中でも笑顔を絶やさないそう。「緊張
はないですね。真剣な勝負の場なので、笑ってはいけ
ないと思いつつ、楽しいのでつい…」と苦笑した。今
後の目標を尋ねると、「大学在学中にA級に上がりた
いです！」と宣言してくれた。

窪田さんに、部としての今後の目標を尋ねたとこ
ろ、「強豪校が多い中で、市大の競技かるた部は小規
模ですが、その中でも個人でも実力を上げてきている
競技かるたは、読まれた上の句に対応する下の句の
選手がいます。団体戦でも一丸となって成果を残して
札を取っていき、先に自分の手札がなくなったほうが
いきたいです。先日の大学選手権では、格上の相手を
勝ちとなる競技で、性別、年齢差に囚われず楽しめる。 倒した部員もおりベスト16に入ることができました。
各県のかるた協会が主催する大会では、小学生からお
次回は、もっと実力を上げて全国ベスト4を目指した
年寄りまで様々な年齢層の人が集う。違う世代の人と
いですね。あとは、部員みんなで楽しんでかるたをや
も試合を通じて交流できるのは、競技かるたの魅力の
りたいです！」と意気込みを見せてくれた。
一つだ。体格差だけでなく性格の差も試合に大きく影
取材中も終始和やかな雰囲気で話してくれた競技か
響するので、相手をよく観察して取ることが重要となっ るた部のメンバー。このような部の雰囲気が、個々人
てくる。
の力を高める土壌となっ
ているのかもしれない。
澁谷さんは、小中学校時代は地元の北海道で、読み
今後も全国に市大の名を
札が取り札と同じ下の句である「下の句かるた」をし
轟かせてくれそうな競技
ていた。しかし、澁谷さん始め、市大競技かるた部の
かるた部に注目である。
ほとんどの部員は大学に入ってかるたを始めた。
※一人取り…競技かるた
の練習の一つで、再生機
勝利の秘訣は、反省ノートと楽しむこと
で読み札を流し、一人で
取っていくこと。練習方
澁谷さんに新人戦の感想を尋ねると、びっしりと書
かれたノートを見返しながら、そのときの様子を語って 法は他に、素振りや練習
試合などがある。
くれた。
写真前列左＝澁谷さん、前列中央＝窪田さん

「4回戦で、最後にお手つきをしてしまい、一枚対一枚
になってしまったときが一番苦しかったですね。準決
勝、決勝はのびのびと試合をすることができました。」
ノートには、今までの試合ごとの自分の陣 (札を並べる

文・写真：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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LINE乗っ取り詐欺にご用心！
―LINE乗っ取り詐欺とは

―もしLINEが乗っ取られたら

近頃LINE乗っ取り詐欺が多発している。LINEとは携
帯電話用の無料通信アプリのことである。これに登録
しているメールアドレスとパスワードを何者かが不正に
入手し、本人になりすまして知人に金券を要求すると
いうのがLINE乗っ取り詐欺の主な手口だ。乗っ取られ
る原因はLINEではなく他社サービスから流出したアカ
ウント情報であると考えられ、他社サービスと同じパ
スワードやメールアドレスを設定している人が被害に遭
いやすいようだ。
最初にLINE株式会社が被害を把握したのは2014年5
月下旬のことである。翌月の6月上旬には急速に被害が
広まり、今もなお収束の気配は見えない。
主に「今なにしてる？忙しい？」「ちょっと手伝って
もらえますか？」といった内容から始まるこの詐欺
は、こちらの返信の内容次第で多種多様な返事が返って
くることから、自動送信等ではなく実際に犯人がやり
とりを行っていると考えられる。また、その文章には
たどたどしい日本語が使われていることが多く、外国
人による犯行ではないかとの見方もある。しかしなが
らその実態は未だ明らかではないのが現状だ。

実際にLINEが乗っ取られた場合には2つの対処法があ
る。

―対策
LINE乗っ取り詐欺について、LINE株式会社も様々な
対応策を実施している。乗っ取り被害の大半はパソコ
ンからの不正ログインであるため、2014年7月7日よ
り、パソコンで初めてLINEにログインする場合はLINE
側が4桁のパスワードを発行するようになった。このパ
スワードをスマートフォン版のLINEへ3分以内に入力し
なければ、パソコン版のLINEを利用することができな
い。
また、同年9月22日にはスマートフォン版のLINEに
おいて、4桁のPINコード(暗証番号)の設定を必須化し
た。PINコードとは、電話番号の異なるスマートフォン
からLINEへログインする場合に入力が求められる暗証
番号のことである。これを設定しなければアプリ内の
操作を行えないようになっている。
この他にも各自で設定画面から「パスワードロッ
ク」をオンにすることで、LINEアプリ起動時に毎回暗
証番号を入力するように設定できる。また、「他端末
ログイン許可」をオフにすることで使っているスマート
フォン以外からログインできないようにすることも可能
だ。これらを行うことで乗っ取られるリスクは格段に
軽減するだろう。

1.端末からログインし、パスワードを変更する
LINEを乗っ取られても、犯人が乗っ取ったアカウント
のメールアドレスとパスワードを変更していなけれ
ば、自分のiPhoneからログインすることができる。た
だし、これはLINEにメールアドレスを設定している者
に限る。もしログインできた場合は速やかにパスワー
ドとメールアドレスを変更することで、被害拡大を防
ぐことができる。
2.LINEに問い合わせてアカウントを削除してもらう
LINEヘルプセンターにアクセスし、連絡フォームから
乗っ取られた旨を記入し送信する。これにより数時間
のうちにアカウントを削除してもらうことが可能であ
る。

―他人事じゃないLINE乗っ取り詐欺
今回は実際にLINEを乗っ取られてしまったことがあ
るという、市大生のAさんにお話を伺った。Aさんは
特にLINE乗っ取りの対策をしておらず、パスワードや
メールアドレスも他者サービスと同じものを使用して
いたという。自分のLINEが乗っ取られてしまったこと
を知ってすぐにLINEに問い合わせ、アカウントを削除
してもらうことで大きな事態には至らなかったそうだ
が、連絡先やトーク履歴などが消えてしまったことが
大きな痛手だったようだ。
「LINEが主な繋がりなのでかなり連絡できない人が増
えた。また、あちら (犯人) にトーク履歴が見えていた
わけなので気持ち悪い。もし大事な口座とかパスワー
ド等を書いていたらと思うと恐ろしく感じた。」LINE
が乗っ取られるということは、犯人が本人同様に全て
のツールを使用・閲覧可能になるということである。
このことを考慮すると、友人とのLINEでの会話にも注
意を払う必要があるだろう。
「電話帳に登録していた人はLINEもすぐに繋がり復活
できたから、連絡先を交換する際はLINEのIDだけで
なく電話番号も交換した方がいいと思った。」最近で
は連絡先の交換と言えばLINEのIDということが多く
なってきた。仲が良くてもメールアドレスや電話番号
を知らないという人は多いのではないだろうか？LINE
以外の連絡先を知らない人とは連絡ができないままだ
というAさんは、LINEだけなく他の連絡方法も知って

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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参考URL
かみあぷ速報「LINEアカウントの乗っ取り被害が
LINEが登場することで、連絡を取り合うことは格段 拡大している模様！被害にあったときの対処法はこ
れ」
に容易になった。しかしながらLINE乗っ取り詐欺で
は、その利便性が裏目に出てしまうこともある。LINE http://www.appps.jp/106531/
という連絡手段だけで満足していていいのだろうか？ LINE公式ブログ「他社サービスと同じパスワード
また、上手にLINEを利用するにはどうすればいいのだ を設定している皆様へパスワード変更のお願い」
http://oﬃcial-blog.line.me/ja/archives/
ろうか？今一度考える必要があるだろう。
1004331596.html
東京IT新聞「なぜ『LINE』で乗っ取り被害に遭っ
てしまうのか 回避策はあるの？」
http://itnp.net/story/918
おくことの大切さを強調した。

文：大塚成美 (Hijicho)

変わる自販機

新たな運営者配置へ

大阪市立大学杉本キャンパス内には現在、清涼飲料
水の自動販売機が44台、食料品の自動販売機が1台あ
る。各自動販売機には大学生協のロゴマークが見受け
られることから、これらは全て大阪市立大学生協によ
り設置・運営されているものである。
大阪市立大学は7月1日から22日まで、自動販売機の新
たな設置運営事業者の募集を行っていた。

運営企業が変われば、当然品揃えが変わるなどの
可能性がある。また、大学法人は営利を目的とした
団体ではない以上、自販機の設置料として集めた資
金を学生にも還元する必要がある。しかし、今のと
ころ、なぜ資金が必要なのか、このようにして集め
た資金をどのように使うのかは明示されていない。
学生が求めるところに資金が適切に充てられるのか
は、現状では定かではなく、大学側にはそれを広く
説明する義務があるだろう。

写真＝現在設置されている自動販売機
募集要項を見ると、この入札には条件があった。
まず、施設使用料として売上実績総額の30%以上を大
学に納めることが入札の第一条件だ。つまり、ペット
ボトル飲料1本150円として、約50円が大学の資金にな
るのである。その他にも、1台あたり月5000円(消費税
別)の光熱水費を収めることや、設置には全て新品の自
動販売機を使用すること、標準小売価格より安価で販
売すること、メンテナンス作業は直接雇用関係にある
者が行うこと、24時間体制でトラブル時の対応を行う
ことなどが定められている。
要項によると、新たな設置運営事業者は10月から自
自販機の運営に当たるということだ。この入札が通る
ことは、どういうことを意味するのだろうか。

写真＝撤去される自動販売機
参考URL
大阪市立大学杉本キャンパス自動販売機設置運営事
業者の募集について
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/
bid̲information/bid/news/zantcr
文：長澤彩香 (Hijicho)
写真：町田和紀・新宅慶騎 (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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第13回 あさかで祭り開催
この指とまれ！

来る10月12日(日) 、市大近くの浅香中央公園プロム
ナード水上ステージ周辺で『第13回あさかで祭り』が
開催される。なお、雨天時は市民交流センターすみよし
南で行われる予定だ。
当日のプログラムは以下の通りとなっている。

10:30 オープニング
◆浅香太鼓教室・民族学級
11:00 バザー開始

11:15 誰でもステージ
◆市大応援団

◆市大アカペラサークル
Accord

◆河内音頭

◆飛び入り

13:00 浅香太鼓集団「獅子」
13:30 ビンゴ大会

14:00 終了予定

写真＝木村雅一さん
―あさかで祭りの見どころは何ですか？
浅香という地域に浅香中央公園があるからこそ皆が
集ってこんな風にお祭ができます。昔は家に風呂がな
かったから浅香温泉で皆が顔を合わせることができま
したが、今は温泉も営業を停止し、昔よりも人と人が
顔を合わせる場が減っています。でも、このグローバル
化した世の中でも ”face to face” が大切なのは昔から
変わりません。だからこそ、このあさかで祭りをメ
ディアつまり媒体として人と人をつなげ、その輪を広げ
ていく。大人だけでなく地域の子どもたちや市大生も
巻き込んで世代を超えた交流ができる、それがあさか
で祭りの魅力だと思います。

浅香周辺の地域に関わる団体や人々が様々なステー
ジを繰り広げたりバザーを出店したりするなど、地域
密着型の祭りながら様々な催し物がある。当日の9時に
受付で申し込めば誰でもステージに飛び入り参加する
ことができ、ビンゴ大会では豪華賞品も用意されてい
る。市大からも応援団とアカペラサークルAccordがス
テージに出場し、部落問題研究会とHijichoがバザーで
それぞれカレーとはしまきを出店する予定だ。会場は
市大から徒歩数分と行きやすい場所にあるのでぜひ覗
いてみてほしい。

―あさかで祭りが生まれた経緯は？
今年で、このあさかで祭りは13回目を迎えます。あ
さかで祭りが生まれたのは14年前のことになります。
2001年に第1回が開催されましたが、当時この辺りで
は祭りらしいものがなく、保育所に通う子どもたちの
お母さん方の祭りがほしいという声があがったことか
ら始まりました。今年は神輿はしないことになりまし
たが、当時は神輿で地域を歩いて回ったんです。最近
子どもたちの数が減ってきて祭りの規模が縮小しつつ
ありますが、それでも続いてほしいという声は多いで
す。実行委員の都合もあって難しい面もありますが、
また、あさかで祭り開催にあたって、あさかで祭り実 なんとか続けていきたいですね。
行委員会の木村雅一さんにお話を伺った。
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

07

Hijicho 大阪市立大学新聞

―被差別部落について詳しくお聞かせください。
部落差別という言葉は最近の人には身近な言葉では
ないかもしれません。浅香地域は江戸時代にできたえ
た・ひにんが多く住んでいた場所で、その時から差別
がありました。明治になって身分差別撤廃を目指し解
放令が布告されましたが、差別は続きました。戦後に
なっても状況は変化せず、交際や結婚、就職面であか
らさまな差別がありました。当時、西田辺が終点だっ
た地下鉄御堂筋線が我孫子まで伸びることになり、当
然車庫が必要になるわけで浅香地域に目が向きまし
た。すると浅香地域は大阪市立大学と地下鉄車庫、大
和川沿いの堤防や河川敷、あびこ大橋に囲まれること
になり、部落として立地的にも孤立していったわけで
す。1960年代から1970年代にかけて、部落に住む当事
者がこの現状に異を唱えて市に改善を求め、1987年に
ようやく甲子園球場約3個分の車庫が
撤去されることになりました。実は、
今回あさかで祭りのステージに出演す
る太鼓集団「獅子」は、車庫が撤去さ
れ、新しい町づくりの一環として跡地
祭りが開催された際にできた団体なん
です。当時子どもだったメンバーが太
鼓の催し物をしたんですよ。世代を交
代しつつ続いてきて、今年で26年目に
なります。

第29号 2014年10月3日

はありません。皆さんの身近な場所にあります。い
つの時代も人間関係の中で互いが異なる存在だから
こそ生まれたものです。大事なのは自分が他人をど
う見るか、そして自分をどのように見るかです。人は
十人十色だということを認めて、互いの適切な距離
感を見つけることです。何事もこれと言い切ること
はできないと思います。悩みながら生きてほしいと
若い人たちに伝えたいですね。世の中を変えるのは
若い力です。あさかで祭りに来る人もみんな違う他
人。他人との出会いを大切にしてほしいですね。
―ありがとうございました。
文：桑原柚 (Hijicho)
写真：石原奈甫美 (Hijicho)

―若い人たちは差別をどう捉えていけ
ばよいのでしょうか？
人権や価値観の違いを尊重する世の
中になってきて、今は部落だからと
いって差別を受けることは以前より少
なくなりましたが、差別意識がなく
なったわけではありません。何かの拍
子に話題に上ることもあります。最近
ヘイトスピーチやいじめが加速してい
て、また世の中に差別の時代が来てい
るのではないかと思います。他にも解
決するべき問題は多いです。これまで
世の中は若い人たちが立ち上がって変
わってきました。これからもそうです。
変えていくのは自分たち一人ひとりで
す。
また差別や人権という言葉にとらわ
れて難しいものだと思ってしまうかも
しれませんが、それほど特別なことで
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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コラム日本 vol.5

VS台風

夏から今の季節にかけて「台風」が発生し、日本に
やってくる。それによって大雨や強風などの災害も引き
起こされるだろう。台風に関する知識が少しでも増
え、台風到来時に正しい行動をとる事を願いこの記事
を執筆することにした。
まずは、台風の発生について紹介する。

◆台風発生の条件

ただし、これらの条件が重なったからと言って必ずし
も台風が発生するわけでもない。台風にならず渦が弱
くなり消滅する熱帯低気圧は多く存在する。条件を満
たす4000〜5000個の熱帯低気圧の中で実際に台風にな
るのは80〜85個程である。

◆Whatʼs 風速?

天気予報や、この記事でも登場している「風速」とい
う言葉について説明しておこう。
①海面温度が26.5℃以上であること
「風速」とはその名の通り、風の吹く速さの事であ
②激しい上昇気流が起きていること
る。平均風速と言う場合は、「10分間の平均風速」の
③雲が周りから集まり渦を巻いていること
の3つが台風発生の条件である。これらの条件を最も満 ことである。そして、「最大風速」とは、「10分間の
平均風速の最大値」のことである。だから、ほんの一
たしているのは、熱帯収束帯と呼ばれる北緯5~10度の
海域である。この海域では1年を通して水温が26℃以上 瞬17.2m/s以上の風を観測できたからといって、それを
台風と判断することはできない。
あり、北半球と南半球の貿易風の湿った気流がぶつ
かって東西に伸びる積乱雲の帯を作っている。夏場には また、「最大瞬間風速」とは「3秒間の平均風速の最大
値」のことをいう。
ユーラシア大陸が強く熱せられるので上昇気流が発生
風速17.2m/sとはどのくらいの強さなのかピンとくる
し、南半球の気流はアジア南部や北西太平洋域に入っ
人はそう多くないと思う。そこで、台風の危険性につ
てきやすくなる。この中で中心部分の最大風速が
いて知っていただく為に、以下に気象庁が作成してい
17.2m/s以上になった熱帯低気圧を台風と呼ぶのであ
る目安表を載せておく。
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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◆台風が来たときは・・・

表からわかるように、強風は命の危険
にもつながる。そこで台風が来たとき
はどのように対処するべきかを紹介し
よう。
〇「注意報」や「警報」の気象庁から
の発表をしっかりと確認し、発表があ
れば、家の周りに置いてある植木鉢な
どを室内にしまい、窓ガラス・雨樋・
屋根などの故障がないかを確認する。
〇風雨が強まってきたら家の外に出
ず、窓や雨戸、玄関などをしっかり施
錠する。
〇各自治体が避難場所として定めてい
る学校や公民館への避難経路も調べて
おく。
〇懐中電灯・ロウソク・マッチ・乾電
池・救急薬品・衣料・貴重品・非常食
料などの避難グッズをまとめておく。
〇避難の前には火気を確かめ完全に消
しておく。ガスの元栓も閉め、電気の
ブレーカーも切っておく。
〇洪水時にはマンホールや側溝の蓋が
外れる場合もあるのでそれらにも注意
する。
〇車での避難は、浸水の影響で動けな
くなる可能性があるので特別な場合を
除いては控えておく。
〇普段から自分が住んでいる地域のハ
ザードマップを確認する。 (参考に住
吉区のハザードマップを載せておく。)

住吉区のハザードマップ (大和川が氾濫した場合)
◆最後に

何よりも、慌てず冷静に行動することが自分の命
を守る上で大事な事である。そのためには普段から
気象情報や、避難の時の行動について考えておく必
要がある。今のご時世、インターネットも普及し、
TwitterなどのSNSなどをはじめとして数多くの情報
発信手段がある。繰り返すがもしもの時は、冷静に
なり、必要な情報を集め、地方自治体の指示に従い
最善の行動を選択することが自分の命を守る手段な
のだ。

参考URL
気象庁「気象警報・注意報」
http://www.jma.go.jp/jp/warn/
気象庁「台風情報」
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
国土交通省「ハザードマップポータルサイト」
http://disapotal.gsi.go.jp/
参考文献
渡辺博栄『台風

気象報道の現場より』 (数研出版)
文：大司雄大 (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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2014年・市大のカルテット見参
〜四者協執行部〜

四者協とは文化系サークル連合・音楽系サークル協議会・体育会・応援団という4つの大きな課外活動団
体を統合する四者連絡協議会の略称だ。大阪市立大学最大の学生団体であり、唯一大学への折衝権を持
つ。より良い課外活動を送るために、不可欠な存在である。
2014年の四者協執行部の素顔と意気込みに迫った。

2014年度文化系サークル連合委員長

橋本裕一郎さん (所属：工学部機械工学科3回・フォー
ミュラプロジェクト・地質学研究会)

コラボし、芸人さんが司会進行をしてくださり、大盛
況でした。12月に予定している人権週間でも、多くの
団体に参加して頂けるよう、努めていきたいです。
―これまでの市大生活で印象的だったことは何ですか
フォーミュラプロジェクトに巡り会えたことです。文
サが毎年新入生向けに発行している「黎明」を読んで
いて、見つけました。入学前から車は好きだったので
すが、フォーミュラプロジェクトと出会ったことで、
車の仕組みや部品を学び、実際に制作をすることがで
き、漠然と好きだった車の面白さに気付くことが出来
ました。

―文サ委員長としてどんな活動をされていますか
今年度は昨年度に引き続き、「華の文サ」をスロー
ガンとしています。文化系サークル連合(以下、文サ)は
音サや体育会と比較しても、加盟団体数が多く、活動
の幅が広いのが特徴です。それゆえ「自分たちが文サ
である」という加盟意識が薄いという課題もあり、文
サとして存在感を出していきたいという思いで活動して
います。6月にあった文化週間では、約10団体が参加し
てくださり、市大に活気を出すことができたと感じて
います。特に文化週間最終日のビンゴ大会は、お笑い
マネジメントメントサークル ダンデライオンさんと

市大法科大学院

―市大の好きなところ・こうなったらいいな、と思う
ところは？
文化系サークルにも予算が配分されるところは、良
いところだと思います。他大学では文化系サークルに
あまり予算が配分されないところもあると聞いたの
で。ただ課外活動に関して個別的な相談をしたときの
対応は融通が利かないことがあるので、もっと柔軟に
なって頂ければいいな、と思います。最低限の規則は守
らなければなりませんが、学生が好きなことを見つ
け、それに打ち込める環境を創っていきたいですね。
文・写真：石原奈甫美 (Hijicho)

司法試験合格率17.43%に低下

法務省は今月9日に司法試験の合格者を発表した。今年度は全国で8015人が受験し、そのうちの1810人が
合格し、合格者数は昨年より239人減り2000人を下回った。合格率も22.6％と昨年の26.8％を下回り、現行
試験に移行してから過去最低を更新した。
市大法科大学院は今年度、109人が受験し、うち19名が見事合格を勝ち取った。合格率は前年の33％(106
人中35人が合格)から大幅に下がって17.43％となり、全国平均を下回った。合格率の順位も全国の74大学中
20位 (昨年は14位) に低下した。関西地区の大学の中では、京都大学・大阪大学・神戸大学に次ぐ4位で昨年
と変わらなかった。
文：町田和紀 (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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BOX総会2014決議書 回答来る
2014年7月9日(水)の18時30分から、811教室にて
2014年度のBOX総会が開催された。当日は大阪市立

必要な箇所については、関係先に修繕依頼を順次出し
ているところである。

大学の課外団体134団体が参加した。BOX協議プロ
ジェクト執行部が決議案を総会に提示し、賛成多数で
承認された。決議の内容は以下のとおりである。

3 自転車押し歩きに関連する問題について
8月5日付で文書「構内自転車の利用について」を、学
内掲示板及びポータルサイト上に掲示(掲載)した。確

・空きBOXに伴うBOX新規入居団体の推薦
・BOXおよびBOX周辺の設備・環境の改善
・自転車押し歩きに関する問題について

認の上、ご理解頂きたい。
また、8月6日のポータルサイト上で告知したように、
学生の意見を eメールもしくは学生支援課で受け付け
ている。
今回の大学からの回答はBOXの配分や、周辺環境に
ついてはおおむねこちらの要望が通った形となった。
しかし、自転車の押し歩き問題に関してはこちらの要
望に対する明確な対策は得られないようである。
現在の規約では、決議書の内容に関して学生担当委員
会を経て学生担当部長が承認すれば、要望が届く仕組
みとなっている。但し学生担当委員会に学生は参加で
きない。
BOX総会で得られた学生の総意を持って大学に要望

写真＝決議書提出の様子

を出したことで、BOX環境、学生生活はよりよくなる
だろう。しかし、今回は完全に我々の要望が通ったわ

BOX協議プロジェクト執行部は総会翌日の7月10日

けではない。我々の望むBOXの環境、大学生活を実現

(木)に学生担当部長不在のため、代理の学生支援課職

するためには学生が常に大学の出来事、決定に関心を

員に決議書を提出した。

持たなければならない。また、学生がルールを守り、
周囲に気を配るだけで改善できる点もある。BOXを所

9月の学生担当委員会でBOX総会決議書に対する回答

有する者として今一度自分たちの行動を考える必要が

が承認され、回答が返ってきた。内容は以下のとおり

あるだろう。

である。
文：谷口さくら (BOX協議プロジェクト執行部)
１ BOX の配分について
BOX 総会での部室新規配分の推薦のとおり、７月学
生担当委員会で部室の新規配分を承認した。
２ BOX および BOX 周辺の改善について
・破損の修理
修理の要望があった部室について現場確認し、修繕
Hijicho Webでは、BOX総会決議書および大学からの回答文書のPDF版が閲覧可能です。
合わせてご覧ください。

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、川柳募集はじめました。
大阪市立大学新聞では、市大生の声や想いを大学内で共有すべく、市大や市大生の生活
に関する川柳を募集します。
毎月テーマを設け、それに沿って優秀賞などの選考を行い、翌月の紙面 (web版等含む) に
て発表させていただきます。
来月、11月号のテーマは

『銀杏祭』

です。

読者の皆様、ぜひぜひ奮ってご応募下さい。
《選考基準》
・テーマに沿っていること。
・市大、もしくは大学生の生活に関わる内容であること。
・五七五を目指していること。
この三つを基にHijichoの部員が選考致します。
《募集期間》
11月号分 (テーマ『銀杏祭』)
2014年10月1日から10月20日まで
《募集要項》
件名に市大川柳、本文に所属・氏名 (ペンネーム可) を
明記の上、hijicho@gmail.comまでお送りください。
※Hijichoが選んだテーマとは異なるものでも構いません
※作品は、紙面やwebに掲載させていただくことがあります

市
大
川
柳

「自転車問題を考える」パネルディスカッション開催
Hijichoでは、杉本キャンパス自転車問題について、パネルディスカッションの開催を計画しています。学

生と大学側関係者が自転車問題について共に考える場にする予定です。 日時・場所等の詳細は、決まり次第
Hijicho Web, Twitter, 公式LINE等でお知らせいたします。(10月中旬開催予定)

パネラー募集

パネルディスカッションの場で、自転車問題について学生の声を代表して届けるパネラーを募集していま

す。興味のある方は hijicho@gmail.com まで氏名・所属と件名「パネラー希望」を明記の上、10月10日ま
でにご連絡ください。

Hijicho

歓
新
秋

します。

回生不問、学部不問

10月8日(水)、22日(水)

4限後 8号館門前集合

内容：活動内容説明、部員との交流、編集会議見学

Hijichoの活動に興味がある方。人と人とを繋げたい方。熱い想いをお持ちの方。
ぜひお越しください。

あなたを待っています。

スタッフ募集中。新入生上回生問いません。情報が人を熱くする。
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