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3面 ◇ 光と音に包まれる夜を 
　　　 ～サポニワでクリスマスイベント開催！ 
8面 ◇ 新入生特別号を制作します 

コラム・連載 
4-5面 ◇ コラム日本 vol.6　おせちと向き合う 
9面 ◇ 市大川柳 
10-11面 ◇ 学情のMacを使おう 
　　　　　　第2回 Macを活用しよう

6-8面 ◇ 阪神・淡路大震災から20年 僕が見た、神戸の1.17　 
2面 ◇ 2015年四者協執行部に迫る！ vol.1 

Hijicho 大阪市立大学新聞

あけましておめでとうございます。 
本年もHijichoをよろしくお願いいたします。

謹賀新年 
いつも市大新聞をご愛読いただきありがとうございます。 
最新のニュースはHijicho Webまたは 
Twitter @hijicho・facebookページにて。 
公式LINEでも情報をお届けしています。 
@hiijicho で検索！ 
Hijichoは、新入生特別号の制作など、今年もさらに 
パワーアップした情報発信を展開していきます。 
2015年もHijichoをよろしくお願いいたします。 
(詳しくは8面をご覧ください。)
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　2015年の四者協執行部が決定した。四者協とは、
応援団、体育会、音楽系サークル協議会、文化系サー
クル連合 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、学内で唯一大学と
の折衝権を持っている。市大の課外活動を盛り上げ、
牽引してくれる重要な存在だ。 
　今回は新たに選ばれた2015年四者協執行部の体育
会幹事長と応援団団長を紹介する。 

2015年体育会幹事長 清水悠斗さん 
 (所属：経済学部2回・ワンダーフォーゲル部) 

















―体育会幹事長に任命され、どのようなお気持ちです
か？ 
　正直緊張しています。体育会幹事長は話し合いで決
めるのですが、ほとんど立候補に近い形で決まります。
前々から心のどこかでやってやろうという気持ちがあっ
たのですが、いざなってみると不安がありますね。し
かしやると言ったからにはやってやろうという思いで
す。 

―体育会幹事長として今後どのように取り組んでいき
たいですか？ 
　前の体育会幹事長は人と人との繋がりを重視してい
ました。僕もそれを壊さないよう、繋げていけたらと
思っています。 

―2014年の思い出と2015年の目標を教えてください 
　2014年を振り返ってみると、ワンダーフォーゲル
部の活動ばかりしていたように思います。サークルに
捧げていましたね。2015年は体育会幹事長として、
人を上手くまとめあげられるように頑張りたいです。
そのためにも仲間とのコミュニケーションを大切にし
ていこうと考えています。 

2015年四者協執行部に迫る！vol.1 
―休日の過ごし方は？ 
　休日はサークルで活動していることが多いですね。
ワンダーフォーゲル部とは登山をするサークルなん
ですが、山の頂上で見る景色はとても気持ちが良く
て好きです。部員と過ごす時間は楽しいですね。 


2015年応援団団長　上田沙緒理さん 
 (所属：経済学部3回・大阪市立大学応援団バトン部) 

―応援団団長に任命され、どのようなお気持ちです
か？ 
　現在応援団には私の代は私含め女子2人しかいませ
ん。なので確実にどちらかがなるだろうとは思って
いました。大阪市立大学応援団で女団長は歴代2人目
なので不安はありますが、やるからには前向きに頑
張ろうと思っています。 

―応援団団長とし
て今後どのように
取り組んでいきた
いですか？ 
　団員は1・2回生
合わせて16人いま
す。3回生2人でま
とめていくのは大
変だとは思います
が、先代の流れを
大事にしていくと
同時に、第52代応
援団の活動方針で
もある「前進」と
いう言葉を実行し
ていきたいです。 

―2014年の思い出
と2015年の目標を教えてください 
　2014年は例年と比べて応援団の活動が活発でし
た。1回生もいっぱい増えたので、とても楽しかった
です。2015年は団長として更に応援団の活動を活発
にしていきたいと思っています。団員皆が楽しめる
ようにしていきたいですね。 

―大学で好きなスポットは？ 
　団室がとても好きです。全休の日でも団室に行っ
て団員と話したり、ご飯を食べたりしています。団
員と過ごす時間はとても楽しいです。 


文：大塚成美 (Hijicho) 
写真：大司雄大 (Hijicho) 
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　2014年12月16日(火)18時より、大阪市立大学杉本キャ
ンパス学生サポートセンター中庭「サポニワ」にて、
聖夜には少し早いクリスマスイベントが開催された。
本イベントではサポニワ内にある白いテント状の特殊
なスクリーンを利用したプロジェクションマッピング
パフォーマンスや、アコースティックギター部による
演奏、ホットドリンクの無料サービスなどが行われた。

プロジェクションマッピングによる巨大ツリー 

サポニワとは 
今回イベントが開催された「サポニワ」は、本学工
学部の学生によってデザイン・制作された施設である。
昨年の11月より一般開放されており、平日はサポート
センター利用時間内に誰でも自由に立ち入ることが出
来る。また、申請さえすれば占有使用ができ、部活・
サークルでの活動や、研究発表、その他に今回の様に
イベントでの利用も可能である。土日などの休日や学
生サポートセンター利用時間以外の利用も、申請次第
では可能だそうだ。 

光と音に包まれる夜を 
～サポニワでクリスマスイベント開催！

イベント企画から実施まで
学生によってサポニワでイベントが開かれるのは初
めてという事もあり、企画・進行は慎重に行われた。
11月頃から、プロジェクションマッピングで用いる映
像の作成について議論が交わされ、リハーサル等も綿
密に行われた。開催日の天気予報は雨であり一時開催
が危ぶまれたが、開催時刻の2時間ほど前には雨も上
がり決行される運びとなった。 
イベントは、企画者で、サポニワ制作者の一人でも
ある塩原さん (工・修2) のツリー点灯の合図とともに
開始された。数分間スクリーンに音楽PVなどの映像が
投影された後、アコースティックギター部による演奏
が行われた。5組の奏者による演奏は40分程であり、
演奏中はテントに投影されている巨大ツリーが学生た
ちを見守っていた。演奏後、塩原さんによる閉会の挨
拶と共にイベントは終了し、あっという間の1時間で
あった。また、ホットドリンクはサポニワ入口付近で、
今回イベントに協
力してくださっ
たサポートセン
ター職員の方に
よってイベント
に来た学生へ配
られた。大好評
につき、ドリン
クサービスコー
ナーには列がで
きていた。 

今後のサポニワ 
次回サポニワが利用されるのは、1月22日(木)・23
日(金)であり、文学部主催のキャンドルナイトが開か
れるそうだ。塩原さんは「市大内で面白い事をしてい
る人たちの活動を、もっと多くの人に知ってもらいた
い。そのために、発表や練習の場として、サポニワを
ぜひ活用してもらえればと思っている。」とサポニワ
に想いを込めている。市大内には、学生ホールや講堂
など、活動の場がいくつか存在している。活動やイベ
ント企画などで場所を決める際は、このサポニワも選
択肢の一つとして検討してみてはいかがであろうか。 

　サポニワでのイベント企画などの相談等は、以下の
　メールアドレスまでご連絡を！
　　　saponiwa@gmail.com 

文・写真：大司雄大 (Hijicho) 
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おせち料理の由来 
現在、お正月に食べるお祝いの料理をおせち料理と
言っているが、その起源は古く、弥生時代といわれて
いる。当時は、自然の恵みや収穫を神様に感謝する習
慣が存在しており、「節供 (せっく) 」と呼ばれる神様
にお供えされたものを材料とする「節供料理」が人々
の間で食べられていた。現在のおせち料理の始まりは
この「節句料理」なのである。時が進むにつれて中国
から節句の行事が伝わると、宮中では元旦や五節句 
(注) の宮中行事の際に「節会 (せちえ) 」と言われる宴
が催されるようになった。節会で神様に供えたり、振
る舞われた料理を「御節供 (おせちく) 」と呼び、その
後省略されて「おせち」と言われるようになった。江
戸時代になり、庶民が宮中行事を生活に取り入れるよ
うになるとおせち料理は全国的に広がった。また、1
年の節目で一番大切なお正月に食べる料理をおせち料
理と呼ぶようになったのもこの頃である。おせち料理
を漢字で「御節料理」と書くのも納得できるのではな
いだろうか？ 

※注：五節句 
　1年に5回ある季節の節目の日 (節日) のこと。 
　1月7日 (人日)・3月3日 (上巳)・5月5日 (端午)・7月
7日 (七夕)・9月9日 (重陽) を指している。 

おせち料理の意味 
おせち料理には多くの料理が入っており、それぞれ
に意味を持っている。おせち料理の基本は祝肴、口取
り、煮しめ、酢の物、焼き物である。 

祝肴 (いわいざかな) 
・数の子 
数の子はニシンの卵。ニシンは卵が多いので、子宝や
子孫繁栄を願う縁起物として食べられている。 

・田作り 
田作りという名前は、田を作るというところに由来し

コラム日本 vol.6 
おせちと向き合う

ている。また、いわしの肥料を使った田んぼが豊作
だったところから別名ごまめ (五万米) とも。豊作を
祈願する食べ物である。

・黒豆 
黒色は道教で魔除けの色とされている。この一年ま
め (まじめ) に働きまめ (健康) に暮らせるようにと邪
気を払い、無病息災を願った食べ物である。 

・たたきごぼう 
ごぼうは、地中深く根を張るので家 (家族・家業な
ど) がその土地にしっかりと根を張って安泰にという
願いが込められている。 

口取り 
・紅白かまぼこ 
かまぼこの形 (半円状) が初日の出の形に似ているこ
とから用いられる。赤色は魔除けを、白色は清浄・
神聖を表す。また、紅白で縁起が良いとされている。

・伊達巻 
伊達巻の形が巻物に似ていることから文化の発展ま
たは、学問や習い事の成就を願う食べ物である。 

・栗きんとん 
きんとんは漢字で金団と書く。その字の通り金の団
子つまり金銀財宝を意味し、金運を呼ぶ縁起物であ
る。

酢の物
・紅白なます 
紅白の色は水引を表しており、平安と平和を願う縁
起物である。 

・ちょろぎ 
ちょろぎは「長老木」「長老喜」「千代老木」「長
呂貴」といったおめでたい漢字が当てられ、長寿を
願う縁起物として食べられる。 
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　まずはクイズを一つ。次に挙げる食材が入っている料理は何であ
ろうか？伊達巻、栗きんとん、黒豆、昆布巻、田作り、数の子・・・
もうお分かりだろう。ズバリ「おせち料理」である。
今回はお正月に必ず見かけるおせち料理に注目していく。
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・酢蓮 
たくさんの穴があることから将来の見通しがいい (先
見性がある) という縁起を担いだ食べ物である。 

焼き物 
・海老 
曲がった海老の姿を人にたとえて、腰が曲がるまで長
生きしますようにと長寿を祈っている。 

・ぶり 
ぶりが成長と共に名前が変わる出世魚であるため、出
世を願っている。 

・鯛 
「めでたい」の語呂合わせから用いられている。 

・うなぎ 
おせち料理にうなぎが入るようになったのは、ごく最
近のことである。うなぎのぼりにあやかって、出世を
祈願している。 

煮物 
・昆布巻き 
こんぶは「養老昆布」＝「よろこぶ」で不老長寿とお
祝いの縁起物。「子生 (こぶ) 」の字をあてて、子孫繁
栄を願うものでもある。 

・煮しめ 
根菜を中心とした野菜などを一緒に煮た煮しめには、
家族が仲良くいっしょに結ばれるという意味がある。 

　上記のように、おせち料理に入っている料理には
様々な意味が込められている。このような意味を知る
ことによって、もっと楽しくおせち料理を食べられる
のではないだろうか。 

おせちと向き合う 

　近年、おせちの宅配がメジャーなものになってい
る。高級老舗店やホテルとコラボ、などと銘打ったお
せちが数多く販売されている。手軽な値段で買えるお
せちや一人用の食べ切りサイズのおせちなども流行し
ており、時代のニーズに即して考えられている。中身
も先ほど述べたような縁起をかついだ食材を使ったも
のばかりではなく、創作料理や洋風料理、中華料理な
ど多彩である。 
　ところで、おせち料理には、保存食としての意味合
いもあると言われている。昔は元日から開いているスー
パーマーケットなどはなかったため、年末のうちに大
量の食材を買い込み腐らないように調理していたのだ。
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また、毎日忙しく家事をこなすお母さんも休めるよう
にするためともいう。 
　伝統的なおせち料理は、味の濃い煮しめや、殺菌効
果のある酢でしめた酢の物など、防腐効果があり保存
のきく料理が揃えられている。そして、重箱なら1食
では食べきれない量の料理がぎっしりと詰められてい
るはずだ。毎日仕事に行くお父さんも毎日家事をする
お母さんも、ゆっくり休んで家族団欒の時間を持てる
のがお正月であったのだ。 

　今はどうだろう。24時間営業のコンビニエンススト
アは元日の真夜中でも営業している。デパートでも、
昔は初売りといえば3が日 (正月の元日・2日・3日の3
日間) を過ぎた頃から始まるものだったが、現在はそ
の多くが2日から初売りを掲げ福袋を売っているし、
中には1日から通常通り開店する店もある。24時間365
日同じ暮らしができるという面では、先に述べたよう
な保存食としてのおせち料理の意味合いは不要になっ
てしまった。この生活は、便利である一方、その裏で
休みなく働いている人がいることも事実である。読者
の皆さんの中にも、大晦日も正月もバイトに勤しむ予
定だ、という人もいるだろう。以前の、年末年始に休
みがある生活に憧れても、一度便利な暮らしに慣れて
しまうと戻ることが難しくなってしまうのも事実であ
る。 
　時代によって、おせちの文化やお正月の意義など、
伝統が変化していくのは当然のことであろう。現在は
共働きの家庭も多いが、その中でも気軽にお正月の気
分を味わうためのツールが宅配おせちなのかもしれな
い。大学生に即して考えれば、1人暮らしかどうかに
よっても左右されるだろうし、各家庭によっても色々
な過ごし方があるだろう。冬休みは稼ぎ時だと考えて
いる人もいるだろうし、ゆっくり帰省するチャンスだ
と思う人もいるはずだ。だが、家族と時間を過ごす、
というのも大学生のうちしか出来ないことかもしれな
い。何が正しい、何が悪いということはないが、「お
せち」の名前の由来にもなっているように、年に一度
の節目の時期として、普段の生活を見直す機会にして
みてはいかがだろうか。 

参考URL 
いい日本再発見 「おせち料理の由来は？どんな意味がある
の？」 
http://ii-nippon.net/%E6%97%A5%E6%9C%AC
%E3%81%AE%E9%A2%A8%E7%BF%92/1166.html 
便利！わかりやすい！冠婚葬祭マナー 「御節料理」 
http://www.jp-guide.net/manner/ao/osechi.html 


山原怜太朗 (Hijicho)・長澤彩香 (Hijicho)
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　皆さんは、阪神･淡路大震災をご存知だろうか。おそ
らく多くの方が、何らかの形で見聞きしたことがある
と思う。では、それを記憶として覚えているだろうか。
まもなく24歳になる私の弟は、当時のことをまったく
覚えていなかった。また先日とある方から、「大学生
の中には、神戸の震災のあとで生まれた子もいます
よ。」と聞かされ、衝撃を受けた。 

　阪神･淡路大震災が起きてから、まもなく20年を迎え
る。その日を前に、おそらく当時のことを覚えている
最も若い世代の一人である自分が、当時を振り返って
みようと思う。 
  

年明けすぐの明朝に地震は起きた 

　1995年1月17日、午前5時46分。私は母の腕に強く抱
かれて目を覚ました。視界は遮られていたが、母が発
した「いやー、すごい地震や！」という言葉で、私は
何が起きたのか理解していたように思う。 
　実際に大きく揺れていた時間は十数秒らしい。しか
し私には、ずいぶん長く揺れが続いていたように感じ
られた。ようやく揺れが収まった後、母と私は寝室か
ら出てリビングへと向かった。するとそこには、テレ
ビ台に乗ったブラウン管テレビを押さえて、私たちに
「大丈夫か？」と問うてくる父の姿があった。 
　当時私が住んでいたのは奈良県奈良市。震源地から
は直線距離でおよそ73キロも離れていた。凄まじい揺
れを感じたとはいえ、被害といえば棚から少し物や食
器が落ちた程度である。すぐに落ち着きを取り戻した
我が家は、「何が起きたのか」を知るべく、テレビを
つけた。まず目にしたのは、地震発生時に番組を放送
していたスタジオの様子を記録した映像だった。大き
く揺れる天井の照明と、悲鳴を上げながら机の下に身
を隠す出演者。そして次の瞬間、その光景を記録する
カメラ自体も揺れに耐えきれず、床へと倒れた。この
映像が何度も繰り返し放映され、その合間に地震の最
新情報が逐次伝えられているという様相だった。 

徐々に明らかになっていく被害の深刻さ 

　1995年1月17日の、日の出時刻は7時6分であった。

阪神・淡路大震災から20年 
僕が見た、神戸の1.17 

。
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発生時刻には暗かった街も少しずつ明るくなり、それ
につれて被災状況も明らかになっていった。そして
ニュースに映し出された映像は、どれも目を疑う光景
だった。分断した高速道路と宙づりになっている高速
バス、橋脚が根元から折れて斜めに倒壊している阪神
高速、脱線して車体を傾けている阪神電車、そして火
災によっていくつも煙があがる神戸の街。そのとき目
にした激甚な被災状況は今も忘れることができない。 
　特に私がよく覚えているのは三宮駅周辺の光景であ
る。当時あった旧神戸交通センタービルは、ワンフロ
アが完全に押しつぶされて消え失せた。同じく三宮に
あったそごう神戸店は、建物の一部が倒壊して内部の
構造がむき出しになっていた。 

　多くの衝撃的な光景は、当時幼かった私の目に焼き
付き、20年たった今でも鮮明に思い出すことができる。


  










被災直後の旧神戸交通センターの様子 

(神戸市オープンデータより) 

 　阪神・淡路大震災における、死者の数は6,434名、
負傷者の数は43,792名にものぼった。また、神戸の街
そのものも壊滅的な被害を受けた。住家被害のうち
104,004棟が全壊し、半壊したものも136,952棟に及ぶ。
さらにこの震災では7,574棟が火災被害を受けた。 
　多くの家屋が倒壊した理由は、「キラーパルス」と
呼ばれるタイプの地震動が起きたからだとされている。
正式には「稍 (やや) 短周期地震動」と言われ、住宅な
ど中低層建築物の倒壊を招きやすい地震動だと言われ
ている。「キラーパルス」に襲われた神戸の街は、一
瞬にして荒れ地と化してしまった。 
　また発生した火災に対する消火活動も困難を極めた。
各地で起こる火災は、あまりに件数が多く火災域も広
かったため、神戸市消防局の消防力を超えていた。さ
らに、緊急通行道路に指定されていた  阪神高速道路は
崩壊しており、幹線道路も多くの一般車両によって塞
がれていたため、消防隊が現場へ急行することもまま
ならない状況だった。水道管が破裂していたため、ポ
ンプ車は放水することができなかった。結果、川を流
れる水や小学校のプールの水を使って消火活動が行わ
れたという。 

　家を失い、避難所や屋外での生活を余儀なくされた
避難者は、ピーク時で316,678名を数えた。街のインフ



ラは甚大な被害を受けており、人々は電気・ガス・水
道すべてが止まった中での避難生活を強いられた。被
災から2か月の間は緊急給水体制が敷かれ、給水車が
配備されていた。しかし十分な飲み水の確保は難しかっ
たようで、母が友人宛にミネラルウォーターを送って
いたことを思い出す。また当時は真冬の一月である。
電気とガスが止まっていたために暖房設備が使えず、
寒さに耐えながらの避難生活を送ったという。さらに
何度も被災地を襲う余震が、人々の不安に拍車をかけ
た。 

被災地へ赴いた父 
　私は被災地を遠くから見守るだけだったが、家族に
一人だけ、震災直後の被災地に直接関わりを持った者
がいた。医療職に従事する私の父である。隣接県の病
院に勤務していた父は、医療チームの一員として現地
に赴いた。現地に泊まりこむということで、荷造りを
していた父と母の話を聞きながら、私は父が誇らしかっ
た。 
　あの時の話を20年ぶりに父に尋ねたのだが、その
ときのことを父は鮮明に覚えており語ってくれた。 

｢たしか僕らは泊まるところが用意されててん。先遣
隊というか、前に行った人たちは船で寝泊まりしてた
んや。｣ 
－ボランティアの宿泊所として、船を用意してたのか？

｢なんでやねんな。陸路は寸断されてるんやから、船
で現地に行くんや。僕らも船で行ったんや。僕らが
行った頃は、持病を持ってた人の治療が大変でなぁ。
高血圧で薬飲んでた人とかは薬が無くて。一晩でカッ
プ麺の容器半分くらい血を吐きはってな。ほんまにか
わいそうやったわ。｣ 
－薬も足りへんかった？ 
｢足りへんしやな、そんなん現地に行かんと、どんな
人がいて、どんな治療をしてたか分からんやん。聞い
ても何の薬を飲んでたかなんて覚えてないし、大変やっ
たな。薬も避難所の体育倉庫みたいな所に保管してあっ
たりして、必要なのもらいに行ったりしたわ。｣ 

　服用薬の履歴が分からず、医療ボランティアが治療
を施せなかったというのだ。これは余談になるが、服
用薬の履歴管理には「お薬手帳」の活用が効果的であ
る。薬剤名やその用法・用量などという処方内容、副
作用歴やアレルギー歴、さらに主な既往症も記録され
る。記入は有料なので活用するかは患者本人の判断と
なるが、災害時に思わぬ形で身を助けるかもしれない
ということを覚えておきたい。 

がんばろうKOBE 
　さて､震災発生から神戸は驚くべき早さで立ち直り
を見せる｡インフラはおよそ3ヶ月ですべてが復旧し
た｡鉄道各社も､3月31日に運行が再開された神戸市営
地下鉄を皮切りに､81日目には山陽新幹線が不通区間
を解消するなど､8ヶ月以内にすべての鉄道が復旧した｡
あの倒壊した阪神高速道路神戸線も､震災翌年の9月30
日に復旧を遂げた｡ 

　また、当時は神戸に本拠地をおいていた野球チーム
のオリックス・ブルーウェーブは、ユニフォームに「が
んばろうKOBE」の文字を掲げてシーズンを戦ってい
た。その言葉は、決してチームメンバーのみの想いで
はない。被災した人々みんなの心を、熱意を表した言
葉だった。 

 

現在のそごう神戸店の様子 (筆者写す) 

　震災から3年ほどたったある日、神戸に住まう友人
を訪ねたことがある。三宮駅界隈で遊んでいたとき、
まだ新しい灰色のビルが目に入った。友人に尋ねると
新しい神戸交通センタービルだという。被災した建物
は取り壊され、同じ場所に新しく建て直されていたの
だ。感動とまではいかなかったが、胸の高鳴りを感じ
たことを覚えている。 

今、神戸の街は以前よりも現代的になり、阪神・淡
路大震災の爪痕などどこにも感じられないように思わ
れる。しかし、良く見てほしい。たとえば、そごう神
戸店の建物は外壁に真新しい部分が見受けられる。も
ちろんそれは、震災で倒壊した部分を修復した箇所で
ある。また現在使われている阪急神戸三宮  駅の駅舎
は、当初｢仮駅舎｣として建てられたものであり、今後
の再開発が計画されている。綺麗に見える街並みは、
がんばって立ち直ってきた努力の結晶であり、そして
今もなお闘い続けている姿そのものである。 

忘れないで、1.17 
綺麗な街並みを取り戻したことは、神戸好きの一人
である私自身にとっても大きな喜びである。だがしか
し、本当にすべて消し去ってしまって良いのだろうか。
神戸の街を襲ったあの震災を忘れ、風化させてしまう
ことにはならないか。 
　震災の記憶が薄れることで、被災地が得た多くの経
験も活かされず埋もれていくように思えてならない。
震災から何を教訓として得たのか、どのように備えて
いくべきなのか、私たちは本当に理解できているのだ
ろうか。 
　そして、あの日の神戸では多くの人々の命が奪われ、
多くの人々の家族が、仕事が、生活が奪われた。それ
は紛れもない事実であり、確かに神戸の地で起きてい
た。｢ああ、そんなこともあったね｣などと昔話にして
いいのだろうか。振り返ることをせず、思い出すこと
もしなければ、人々はやがてその辛さや痛みを忘れて
いくのではないか。 

 　昨年､初めて『神戸ルミナリエ』の消灯式に立ち会っ
た｡多くの人が詰めかけ､係員の方の掛け声に倣って犠
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　年が明け、各部活やサークルでは来年度の新入生勧誘について話し合われることも多いのではないでしょ
うか。新歓戦略を練る上で重要なのは広報をどうするかであり、広報を制する団体が新歓を制するといっ
ても過言ではありません。多数の部活・サークルがひしめき合う状況で、新入生に自分たちの部活・サー
クルを広く知ってもらうには多大な労力がかかってしまう、そんな心配はもう無用です！
　大阪市立大学新聞 Hijicho では昨年大好評だった各部活・サークルを紹介する冊子「新入生特別号 レモ
ンライス」を今年も制作いたします！このフリーペーパーにあなたの部活・サークルを掲載するだけで、
たとえ小規模な団体でも、出来たばかりの団体でも大変効率的に新入生に広くアピールできます。またペー
ジのレイアウトから配布まで一貫してHijichoが請け負うので、ビラを大量に印刷したり、新入生に配布す
る手間も費用も大きく省けます！この「新入生特別号 レモンライス」は全面カラーで市大にある部活・サー
クルの紹介や学内や地域の店舗の情報を一冊にまとめた新入生にとって大変便利な冊子となっており、昨
年は1500部すべて配布いたしました。 
　現在、この「新入生特別号 レモンライス」に掲載する部活・サークルを募集中です！ 

「新入生特別号 レモンライス」について何かご不明な点や疑問点などありましたら、 
hijicho@gmail.com までお問い合わせください。 
多くの団体のご参加を心からお待ちしています。 

牲者に哀悼の意を示す場であった｡そこに私がいられ
たこと､また､気持ちを同じくして祈りを捧げられた
ことを感謝したいと思う｡ 

　あの日から数えて20年目の1月17日がやってくる｡
厳かな気持ちで､その日を迎えたい｡ 

参考文献・資料・HP 
宝塚市消防本部・宝塚市消防団 (1997)  
「阪神・淡路大震災 消防活動の記録」宝塚防火協会 
兵庫県 (2014)  
「阪神・淡路大震災の 復旧・復興の状況について」 
眞柄ほか (1995) 「ライフライン－水－と阪神・淡
路大震災」『公衆衛生』第44巻, 第3号, pp300-306, 
国立保健医療科学院

神戸ルミナリエ公式HP 
http://www.kobe-luminarie.jp (最終閲覧日2015/01/
05) 
神戸・淡路大震災「1.17の記録」 
http://kobe117shinsai.jp  (最終閲覧日 2015/01/05) 

大谷 学 (Hijicho) 

新入生特別号を制作します
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○新入生特別号 レモンライス 概要 
・B5サイズ 全32ページ 全面カラー (印刷・製本は専門業者に委託します。) 
・発行部数 1500部 (新入生の数とほぼ同数) 
・配布時期3月中旬の入学手続き日より順次配布開始予定 
新入生への直接手渡しでの配布のほか8号館や食堂など学内各所への設置も予定しています。 
なお、配布につきましてはなるべく多くの新入生にいきわたるよう、大阪市立大学新聞Hijichoが
責任をもって配布いたします。 
※ページ数や配布時期につきましては、状況により変更することもあります。あらかじめご了承く
ださい。 

○部活・サークル紹介 掲載団体募集要項 
1団体あたりのスペース：B5サイズの1/3 
　記載内容：団体紹介 (120字まで) /活動内容・活動場所・活動日・問い合わせ先 

(それぞれ20字程度) /写真 
掲載基準：市大生が所属している団体であること 
掲載料：1団体あたり2000円 (レイアウト・印刷・製本・配布など すべて込みの費用です。) 
　締切：申し込み締め切り 1月23日(金) データ入稿締切 2月6日(金) まで 
　申し込み方法：申し込みフォーム ( http://goo.gl/forms/ag0tKAXzRC または 
　                     右の二次元コードよりリンク) よりお申し込みください。 
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《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》 
　4月号分 (テーマ『春』) 
　2015年1月8日から3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までお送りいただくか、専用応募フォーム 
　http://goo.gl/HtZpmv (右の二次元コード) よりご応募ください。どなたでも可。 
　※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。 

　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ています。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。 
第三回となった1月号では、テーマ『新』に合わせて多くのご応募をいただきました。 
ありがとうございました。 

市 
大 
川 
柳 

Hijicho、川柳募集はじめました。 

春期休暇を挟み、次号4月号のテーマは『春』 です。 
読者の皆様、ぜひぜひ奮ってご応募下さい。

新春に　市大川柳　いとをかし
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　昨年の夏、学術情報総合センターのパソコンが更新され、Windowsに代わりMacが導入された。新しいパ
ソコンは、以前より画面が大きくなり、性能も向上してより快適に利用できるようになった。しかし、Mac
を使ったことのない人の中には、Macと聞くだけで何となく敬遠してしまう人もいることだろう。実際、Mac
の操作はWindowsと異なるところがあり、普段Windowsしか利用しない人々が何も知らずにMacに触れると
戸惑ってしまうことは避けられない。Hijichoでは、そんな人たちが気軽にMacを使えるよう、Macの使い方
や知っておくと便利な機能を連載していく。学情のMacを前に、実際に試しながら読んで頂けば、より理解
が深まること請け合いである。
　第2回では、学情のMac上でOS Xのアプリケーションを使ったり、Windowsを使ったりする方法、そして
第1回より少し高度な基本操作について紹介する。なお、記事中の説明は、前回の記事で紹介した知識を理解
していること前提としている。まだ前回の記事を読んだことがないのであれば、そちらを先に読むことをお
すすめする。

注：紙面の都合上、一部掲載していない項目があります。Web版ではより詳細な図や写真と共に詳しい解説
を掲載していますので、ぜひご活用ください。 

OS Xのアプリケーションを使う 
学情のMacには多くのアプリケーションがインス
トールされている。Windowsにおいてはスタート画面 
(Windows 8) やスタートメニュー (Windows 7以前)、
またはデスクトップからアプリケーションを起動する
が、MacにおいてはDock (ドック) およびLaunchpad
からアプリケーションを起動する。これから、Dockお
よびLaunchpadの使い方を紹介する。 

Dockとは 
よく使うアプリケーションやファイルなどをここに
登録しておくことができる。登録したアプリケーショ
ンやファイルは、アイコンを (シングル) クリックする
だけで素早く開くことができる。また、登録している
か否かにかかわらず、アプリケーションを起動すると
ここに表示される。起動しているアプリケーションの
アイコンの下には、青色の印が表示される。なお、ア
プリケーションは区切り線の左側に、ファイル・フォ
ルダ等は右側にのみ登録できる。 

Launchpadとは 
学情のMacにインストールされているアプリケー
ションは、Dockに登録されているものが全てではない。
Launchpadを表示すると、使用可能な全てのアプリケー
ションをiPhoneのホーム画面のようなデザインで一覧
することができる。アプリケーションを起動するには、
アイコンを (シングル) クリックすればよい。 
　Launchpadを表示するには、Dockの中にある
Launchpadのアイコンをクリックするか、[F4] キーを
押す。学情のMacには多くのアプリケーションがイン
ストールされているため、Launchpadは複数のページ
に分かれて表示される。ページを切り替えるには、マ

ウスのスクロールホイールを動かすか、アイコン以外の
部分を左右にドラッグする。

項目をDockに追加する 
Dockに項目を追加するには、アプリケーションや書
類をDockへドラッグ&ドロップする。なお、アプリケー
ションを登録できるのは区切り線の左側のみ、書類を登
録できるのは区切り線の右側のみである。登録したい項
目がアプリケーションである場合、Launchpadを開い
てアプリケーションのアイコンをドラッグ&ドロップす
ればよい。また、アプリケーションが既に起動されてい
る場合は、アプリケーションのアイコンを右クリックし、
[オプション]→[Dockに追加] を選択してもよい。 

項目をDockから削除する 
Dockから項目を削除するには、Dock中の削除した

い項目のアイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップする (ゴ
ミ箱の項目名が『Dockから削除』に変わる)。この操作
で、登録されていたアプリケーションや書類が削除され
ることはない。ただし、Dockにフォルダを登録してい
て、そのフォルダ内の項目をゴミ箱へドラッグ&ドロッ
プした場合はファイルが削除されるので注意が必要であ
る。

Dockの大きさを変更する・自動的に隠す 
Dockの区切り線の上にマウスポインタを乗せると、
形が上下方向の矢印に変わる。その状態で区切り線を上
下にドラッグすると、Dockの大きさを変更することが
できる。また、Dockの区切り線を右クリックすると、
オプションが表示される。『自動的に隠す』機能を入に
すれば、マウスポインタを画面の一番下 (Dockを下に表
示する設定の場合) に移動したときのみDockが表示され
るので、画面を広く使うことができる。 

学情のMacを使おう　
第2回 Macを活用しよう 
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　なお、これらの設定は『システム環境設定』アプリ
ケーションを開き、一番上の段にある『Dock』環境設
定を開いて変更することもできる。 

学情のMac上でWindowsを利用する 
　 
　Windowsを起動するには、Dockから『Parallels 
Desktop』を起動する。Parallels Desktopを起動する
と、初級状態ではウインドウが表示され、その中で
Windows 8.1が起動する。Parallels Desktopは『仮想
化ソフトウェア』(※) と呼ばれるソフトウェアで、
WindowsはMac上の1つのアプリケーションとして動
作する。なお、Windowsを使用しながらOS Xのアプ
リケーションを使用することも可能であるが、
WindowsがCPUの処理能力やメモリを消費するため、
動作は通常より遅くなることがある。 

※仮想化ソフトウェアとは：ハードウェア (機械) と同
じように機能し、その代わりとなるソフトウェア。学
情のMacに導入されているものは、パソコン本体の代
わりをする。 

Macの基本操作 その2 

　ここからは、Macの基本的な操作のうち、第1回で
紹介したものよりもう少し高度なものを紹介する。 

ショートカットを使う 
　Windowsでは、ショートカットは [ctrl] キーが基軸
になっているが、OS Xでは [command] キーが基軸に
なっている。例えば、コピーのショートカットは
Windowsでは [ctrl] + [C] であるが、OS Xでは 
[command] + [C] である。 

起動しているアプリケーションを切り替える 
　起動しているアプリケーションを切り替えるには、
Dockから切り替えたいアプリケーションのアイコンを
選択する。 
また、ショートカット [command] + [tab] で直前に使
用していたアプリケーションに切り替えることができ
る。このとき、[command] キーを押してから [tab] キー
を押し、その後に [tab] キーのみ指を離すと、開いて
いるアプリケーションの一覧が表示される。そのまま 
[command] キーから指を離さずに [tab] キーを何回か
押し、切り替えたいアプリケーションが選択された状
態で [command] キーから手を離すと、直前に使用し
ていたアプリケーション以外にも切り替えることがで
きる。 

アプリケーションを終了するときにウインドウを
閉じる 
　OS Xの初期設定では、アプリケーションの終了時に
開いていた書類やウインドウの位置などの状態が保存
される。そして、次回同じアプリケーションを起動し
たときには、前回の終了時と同じ状態から作業を開始
できる。しかし、アプリケーションを終了するときに
ウインドウを全て閉じてほしいと考える人々にとって
はこの機能は不要であろう。そのような場合は、『シ
ステム環境設定』アプリケーションを開き、一番上の
段にある『一般』環境設定を開いて『アプリケーショ
ンを終了するときにウインドウを閉じる』にチェック
を入れるとよい。なお、[option] キーを押しながら 

 [メニューバー]→[(アプリケーション名)]→[終了 (ウイ
ンドウをすべて閉じる)] を選択すると ([option] キーを
押している間のみメニューが変わる)、上記設定をして
いなくても一度限りでウインドウを全て閉じてアプリ
ケーションを終了できる。 

USBメモリなどを利用する・取り外す 
　iMacのUSBなどのポートは本体の背面右側にある
が、USBポートの1つが延長されているので、そちらを
利用するのが楽である。なお、1ポートで足りない場合、
背面に空きポートがあるのでそちらを利用するとよい。

　OS Xでは、USBメモリなどを接続すると、デスク
トップにアイコンが表示される。なお、多くのUSBメ
モリは出荷時にMS-DOSファイルシステム (FAT) で
フォーマットされており、Macでも書き込みを行うこ
とができる。しかし、最近の大容量ハードディスクな
どはWindows NTファイルシステム (NTFS) でフォー
マットされているものもあり、その場合は読み込みの
み可能で書き込みはできない。 
　USBメモリを安全に取り外すには、デスクトップに
あるUSBメモリのアイコンをゴミ箱にドラック&ドロッ
プする (ドラッグを開始すると、ゴミ箱のアイコンが取
り出しマークに変わる)。または、[メニューバー]→[ファ
イル]→[“(USBメモリの名前)” を取り出す] を選択する。


画面の明るさを変更する・音量を変更する 
　画面の明るさを変更したり、音量を変更するには
ファンクションキー (キーボード上部のFから始まる
キー) を使う。画面を暗くするには [F1] キーを、明る
くするには [F2] キーを、音量を下げるには [F11] キー
を、音量を上げるには [F12] キーを、消音にしたり、
消音を解除したりするには [F10] キーを押す。これら
のキーは、機能がアイコンでも示されているので分か
りやすい。 
　なお、音を出す際には、周りの人々への充分な配慮
を忘れてはいけない。本体の背面右側にはヘッドフォ
ンジャックがあるので、可能ならヘッドフォンやイヤ
ホンを利用すべきだろう。 

予告 
次回は、知っていればMacをより快適に利用できる機
能などを紹介する。お楽しみに。 

おことわり 
記事中では、2014年10月現在時点で学術情報総合セン
ターに導入されているMac環境 (機種: iMac、OS Xの
バージョン: 10.9 (Mavericks)) を前提に使い方を紹介
しています。機種やOS Xのバージョンが異なると、使
い方は異なる場合があります。 
また、この記事に記載されている操作を行っても、通
常の使用状態においてはいかなる障害も発生しないこ
とを確認していますが、万一障害が発生して損害が発
生したとしてもHijichoでは責任を負えませんのでご了
承ください。 

なお、詳細な操作方法は [メニューバー]→[ヘルプ] メ
ニューからMacのヘルプを参照するか、以下のページ
から『5階情報処理PCルームの利用手引き』をご覧く
ださい。 


新宅慶騎 (Hijicho) 
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Hijicho 大阪市立大学新聞 第32号 2015年1月8日

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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会員登録はこちら

貸切バスに乗って、日帰りまたは１泊２日にて地方の優良企業を巡るツアーです。
会社ってどんなトコロ？　働くってどういうコト？を見て、感じていただけます。
バスには経験豊富なファシリテーターが同乗、就職活動に役立つ講座やアイデアソンを実施、
コミュニケーションスキルや自分の言葉で語るチカラもつきます。
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