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田中記念館リニューアルオープン！
8月6日(木)、田中記念館にて、その改修工事
に伴うリニューアル完成式典が行われた。式典
には西澤良記学長をはじめとする大学役員や、
部活動・サークルなどの学生団体などが参加し、
大いににぎわった。
田中記念館は1975年、本学の前身・大阪商業
学校の卒業生である実業家・故田中吉太郎氏の
寄贈により開館された。改修工事は昨年の11月
から進められ、4月に同窓会フロアやレストラ
ン (めたせこいあ) 、7月にホワイエ・ホールが
完成した。今回のリニューアルにより、ホール
の座席幅の拡大、照明・音響設備の拡充、ホワ
イエのスピーカーシステム・テレビ会議システ
ムの改善、利用可能時間の延長 (9:00~18:00)
等が行われた。

写真＝テープカットの様子 (後藤写す)
セレモニーは2部から構成されていた。
1部
SHK市大放送研究会の司会の下、ホワイエで
のテープカットが執り行われ、その後ホールに
て西澤学長による挨拶、邦楽くらぶによる演奏、
グリークラブによる合唱、そして応援団による
演舞が行われた。訪れた人々は新しくなった座
席などに大変満足している様子だった。
西澤学長は挨拶で、「今回の改修で建物とい
うハード面が充実しました。後はこの会館の使
い方について、『いかに知恵を出し合い、活性
化につなげていくか』というソフト面がこれか
らの課題だと思います。これからも魅力のある
集い場となるように一体となって協働していっ
てください」と語った。
リアルタイムな情報とお問い合わせは

写真 (上) ＝応援団による演舞
写真 (中) ＝邦楽クラブによる演奏
写真 (下) ＝ホワイエでの立食パーティーの様子
(後藤写す)
2部
1部終了後、ホワイエにて2部が始まった。2
部の立食パーティーは井上徹副学長による乾杯
の音頭で始まり、JAZZ研究会による演奏を背
景に行われた。パーティーに訪れていた教職員
や学生は、新しくなった田中記念館の新鮮な空
気を感じながら食事や交流を楽しんでいるよう
だった。

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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井上副学長は「本学の課外活動団体は成果を
上げ、しっかりやってくれている。今後は学生
主体でこの建物を利用し、本学のOBとの交流
などにも役立ててほしい」と語った。
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4.利用許可証の受け取り
予約完了後に管理課管財担当から連絡が入るの
で、窓口まで利用許可証を受け取りに行く。

※備品の使用を希望する場合は、利用日の前日
(平日) までに田中記念館1階・サポーター支援
室へ利用許可証を持参して行き、申し込む必要
がある。

【利用までの流れ】
1.仮予約
1号館1階の管理課管財担当の窓口、あるいは電
話 (06-6605-2080) で仮予約を行う。
2.在籍確認
学生サポートセンター1階学生支援課にて在籍
確認を受け、申込書類を受け取り、利用申込書
と注意事項を記入し提出する。そして承認され
た書類を受け取る。
3.予約
利用日の7日前までに1号館1階管理課管財担当
で承認された書類を渡し、利用料 (現金のみ)
を支払う。

5.利用
・利用日が平日9:00~18:00の場合
利用日の当日に利用許可証を持参し、サポー
ター支援室にて鍵の受け渡しなど指示を受ける。
・利用日が土日祝、時間外利用の場合
利用日の前日 (平日) までに利用許可証を持参
し、サポーター支援室にて鍵の受け渡しなど指
示を受ける。
文責
大司雄大 (Hijicho)
写真
後藤遼 (Hijicho)

第14回ホームカミングデー開催
ホームカミングデーが11月3日(火)、杉本
キャンパスで開催される。ホームカミングデー
とは、卒業生や教職員OBと市大生が交流を深
めるためのイベントだ。このイベントでは毎年、
市大新聞部OB主催の講演会が開かれる。今年
の講演会の演題は、「住吉大社二題 ― 住吉大
社と帝塚山派文学」 である。大学と地域の連携
を掲げたこの講演会は、住吉の街のシンボルで
ある住吉大社を中心に、さらに住吉への理解を
深めることのできる内容の講演となっている。
ぜひこの機会に、住吉という町について考えて
みてほしい。

「住吉大社二題 ― 住吉大社と帝塚山派文学」
講師：八木孝昌氏
(昭和39年経済学部卒業、帝塚山学院参与)
日時：11月3日(火) 11時～12時
場所：法学部棟11階会議室

主催：市大新聞部OB会
協賛：Hijicho

文責
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 Twitter @hijicho
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教授が語る夢
理学研究科・幸田正典教授
本学のさまざまな教授にインタビューをし、
夢や思想を聞くことで教授自身のことを追及し
ていくこのコーナー。第12回となる今回は本学
理学研究科の幸田正典教授にお話を伺いました。
幸田教授は今回、スイスの生物学専門誌におい
て、魚類で確認された論理的思考能力について
論文を発表されました。
掲載 URL
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fe
vo.2015.00085/full
幸田教授のプロフィールはこちら
(研究室HPより)
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fe
vo.2015.00085/full

様子をCに観察させます。AがBに勝った場合
CはAがBより強いことを観察したことになり
ます。Cに推測する能力があるならば、自分よ
り強いBに勝ったAもまた、自分よりも強いこと
を理解するので、CはAに対して敵意を示さない
と予測されます。実際に12回のこの実験におい
て、11匹のCはAに対して敵意を示しませんで
した。ところが、AとBが闘っているところを
Cに観察させずにAとCを闘わせると、10回すべ
てでCはAに対して敵意を示しました。さらに、
BとCを闘わせず、CにAとBの闘いだけを観察
させても、Cは勝者のAに敵意を示しました。
ここからが今後の「夢」です。現段階ではも
ちろん仮説ですが、今まで考えられてきたよう
に脳の大きさと賢さが比例するとの考えではな
く、ヒトに進化するはるか前、約4億年前の段
階で魚類にも高い認知能力やそれに伴う感情が
あったと私は予測しています。そして哺乳類だ
けが感情や高い記憶力を持っているのではなく、
実はその基本形態は脊椎動物の進化の初期段階
にまでさかのぼることができるだろう、と考え
ています。これを実証していくことが今の夢で
す。そして、この実証はヒトの理解につながり
ます。

ー 学生時代はどのようなことに没頭していまし
たか
サークル活動でサンゴ礁での海洋生物調査に
いそしんでいました。調査のためにひと月ほど
沖縄に滞在し、ダイビングを行ったり、モリで
写真＝幸田正典教授
魚を捕り、自分でさばいたりなどもしました。
また、幼少期は住んでいた場所が緑にあふれて
魚類も哺乳類のような基本的感情を持っている いたので、毎日のように近所の山や田んぼに遊
－ 今回の論文内容を含めて、先生の研究内容に
びに行ったり、釣りに行ったりしていました。
ついてお聞かせください
間違いなく当時の経験が今の研究に影響してい
今回、発表した論文では、個体識別能力のあ ます。
る魚類は、どうやら論理的思考能力を持ってい
るらしいということを示しています。今回の実 － 現在はどのような趣味をお持ちですか
験では、まず同じ大きさの互いに出会ったこと
妻にも笑われるのですが、音楽鑑賞くらいで
のない雄3個体を用意します。そのうちの2個体 これといった趣味はありません。強いていえば
を水槽に入れて闘わせ、それを観察します。
研究が趣味です。とても退職までに今の研究は
勝った個体をB、負けた個体をCとします。こ
完成できないし (そもそもどんな研究でも完成
の時点でCは自分がBより弱いという事実を把
などない) 、退職後も今のテーマで研究に時間
握しています。次に、AとBを闘わせ、その
を費やすことになると思います。
リアルタイムな情報とお問い合わせは

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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－ 今の学生に求める能力は何ですか
最近は、人付き合いやいじめを意識してか、
目立たないようにと幼少時代を過ごしてきたせ
いか、自分の意見があってもそれを押し殺す傾
向があるように思え、この傾向を心配していま
す。自分が納得できるまでとことん考える能力
あるいは、与えられたことではなく何が問題な
のかを自ら見出し、そして興味を持ったことに
積極的に取り組む姿勢、これが大事かなと思い
ます。
文責
後藤 遼 （Hijicho）
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市大新聞Hijichoでは、共に活動し、市大を盛り
上げる仲間を募集しています。10月に秋新歓も
実施するのでぜひ参加してください！
・茶話会 (Hijicho Café) 10/6 (火) 4限後
・パンケーキ 10/15 (木) 4限後
・まわしよみ新聞 10/22 (木) 4限後
集合場所・時間は、6日・15日は4限後に8号館
地区門前 (北食堂横) 、22日は４限後に学情
１階正面玄関前です。
お問い合わせ先
Mail:hijicho@gmail.com Twitter:@hijicho

マダム鳥子のピーチクパーチクうるさいわね！
～今日も悩める雛鳥たちから～ vol.1
私はよく、寝顔が怖いと言われます。どうやら私は眠っているときに半目になっているよう
なのです。自分では目を閉じて眠っているつもりなのですが、半目で超怖いらしいです。寝
顔が怖すぎて夢に出そうと言われるのは本当に心外です。 マダム鳥子さん、可愛い寝顔
はどうすれば作れますか？ 一度で良いので、寝顔を隠し撮りされてみたいです！！
となりの小トトロさん
あら、初回としては申し分ないほどにカワイイ相談ね。アタシ、マダム鳥子がスパッと解決し
てあげるわ！ まずカワイイ寝顔のためには半目を直さないとね。今回はその対処法を紹介する
わよ。
そもそも半目になるのは眼の周りの筋肉 (眼輪筋) の筋力が低下していることが原因なのよ。
それは老化によるものや疲れによるものなどさまざまなの。でも半目をあなどることなかれ、そ
こからドライアイになることもあるのよ。とにかくアイマスクをつけて眼の乾きを防ぐことから
始めることね。でもやっぱり一番は眼科に行くことをオススメするわ！
そういえば私たち鳥の世界では半目のことを「マダム顔」って言うのよ。
……なんだか、この相談に運命を感じちゃったわ。
今回はこれぐらいにしておいて、となりの小トトロさん
の寝顔を隠し撮りでもしにいこうかしら。
これからも雛鳥たちからの相談を待ってるわよ！

参考
http://www.egaodego.com/kaik2/2010/02/post_46.html
文責・イラスト
中村真由 (Hijicho)
リアルタイムな情報とお問い合わせは

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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全国で話題沸騰中‼
まわしよみ新聞
まわしよみ新聞をご存じだろうか。まわしよみ
新聞は、大阪生まれの観光家・陸奥賢
(むつ・さとし) さんが考案したメディア遊びで
ある。2012年、釜ヶ崎の喫茶店で日雇い労働者
のおっちゃんとママさんが新聞を回し読んでい
る光景と、古書店で見つけた新聞のスクラップ
ブックにアイデアを得て、まわしよみ新聞は誕
生した。その後、陸奥さんや全国のまわしよみ
新聞編集長の尽力によって、知名度を上げてき
た。ネットやテレビが主流になった現代社会に
おいて、集まった十数人の参加者が新聞に向か
う姿はなんとも不思議だ。
筆者はまわしよみ新聞に参加者、そして主催
者の両面から関わってみた。

4. 1人1枚ずつ記事をプレゼンしていく。その記
事を選んだ理由などを語る。

まわしよみ新聞作成の流れ

5. みんなで「今日のトップ記事」を決めて上か
ら順番に貼る。

1. 会社、カフェ、コミュニティースペースなど
に新聞を持ち寄る。
2. みんなで新聞を読む。

3. 「気になる！」「面白
い！」「これは……」と
思った記事を切り抜く。

リアルタイムな情報とお問い合わせは

6. 表面に「まわしよみ新聞」と日付と編集局
(切り抜いた場所) 、裏面に「編集後記」 (感想
と名前) を記載して完成！

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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必要な物：新聞 (雑誌・広告・フリーペーパー
など) 、はさみ、のり、四つ切画用紙、色ペン

第37号

2015年10月1日

Hijichoは、一般の学生・教職員も参加できる
まわしよみ新聞を下記の日時・場所で実施予定。

所要時間：1時間半～2時間
まわしよみ新聞ホームページ
http://www.mawashiyomishinbun.info/
を参考にした。
写真は、Hijichoでまわしよみ新聞を実施した時
の様子である。

まわしよみ新聞は参加者に多くの効果をもた
らす。まわしよみ新聞ホームページに挙げられ
ている21の効果の中から一部を紹介する。

日時
2015年10月22日(木) 16：30～
集合場所
学術総合情報センター1階正面玄関前
実施場所
学術総合情報センター5階 ラーニングコモンズ
または 会議室

Hijicho夏合宿で制作されたまわし読み新聞は
①自分の世界を広げる
9月28日から10月23日まで学術情報総合センター
凝り固まった世界観にメスを入れる。興味が 1階に展示される。興味を持った方には、ぜひ一
なく、目を向けなかった記事の面白さに気づく。 度ご覧になっていただきたい。
②他者を理解するコミュニケーションツールに
なる
選んだ記事から他者のキャラクターが垣間見
える。
③新聞記事 (話のタネ、対話の土台) があるこ
とで、自然と話が弾んでいく
話下手な人も雄弁な自分に驚くはず！
④プレゼン力を養う
記事の面白さを他者に伝えることはプレゼン
の第一歩。

From Editor
新聞は普段1人で読むものだと思っていたが、
みんなで読んで語り合ってみると意外と楽しい
ことに気づいた。市大の学生・教職員には、ま
わしよみ新聞の効果を疑う前に、純粋に遊んで
ほしいと思う。

文責・写真
丹下舜平 (Hijicho)

⑤レイアウトやデザインのスキルを磨く
芸術観も三者三様。他者から影響を受けよう!
⑥メディア・リテラシーを育てる
同じ記事でも報道姿勢は各社異なっている。
あなたはそれに気づけるか。
さらにHijichoでは、以上の効果だけでなく独自
の効果も狙っている。
①市大新聞の紙面に活かせる新たなヒントを得
る
②新しい広告主を発掘する

Hijicho では連載コーナー『おもろい学生おり
まっせ!』にて紹介する、個性あふれる市大生を
募集しています。
○応募資格
・大阪市立大学・大学院に在籍中の学生
○応募先
hijicho@gmail.com まで件名に「おもがく推
薦」と明記の上、必要事項（推薦者名・連絡
先・推薦理由）をメールでお送りください。
※応募者の中から厳選いたします。

③記事の中からプロの技術を発見する
リアルタイムな情報とお問い合わせは

おもろい学生募集中！

個性ある市大生からのご応募をお待ちしており
ます!

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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マダム鳥子のピーチクパーチクうるさいわね！
～今日も悩める雛鳥たちから～
あなたのお悩みをマダム
読者の方からのお悩みにマダム鳥子 (ちょうこ) がお答え 鳥子に相談しませんか?
します。鳥子は鳥なので皆様のお悩みを解決できるか分
相談は下のQRコードから!
かりませんが、風切り羽でスパッとお答えします。どん
なお悩みも受け付けます。
皆様のご応募お待ちしております。

○応募要項
ペンネーム・所属 (所属の掲載は致しません。)
相談内容
○注意事項
個人、団体が特定されること、誹謗中傷はおやめ下さい。
他人の権利に触れる投稿や二重投稿はご遠慮ください。
webや紙面で公開される場合があります。
掲載の際は表現を変えたり一部を削除したりすることもあります。
応募多数の場合は厳選させて頂きます。

地域に根付く 住吉踊
「踊りが好きだから続けられる」。童女
（どうじょ） の一人がこう語った姿が印象深
い。1800年の歴史を誇る住吉大社、そこに古く
から伝わる住吉踊という踊りがある。年始、境
内で行われる住吉踊の様子は次のように描かれ
ている。
“ 朱の欄干を巡らした小さな舞台で子どもた
ちが四人、赤い菅笠を被り、「摂津浪速の一ノ
宮エー住吉様のイヤホエ」の歌に合わせ僧の姿
で踊る。 ”（「大阪の祭」東方出版2005）
住吉踊は、第四本宮祭神である神功皇后が三
韓征伐から凱旋したときに泉州七道ケ浜 （今の
堺市） に上陸したことを海浜の漁民が祝い、
「天下泰平」を謳歌して舞ったことに始まると
伝えられている （住吉踊保存後援会ホームペー
ジ）。

長年継承され、御田植神事に奉仕する住吉踊は
国の重要無形文化財にも指定されている。そん
な住吉踊の魅力について住吉踊保存後援会会長
である長谷川八重子さんにお話を聞いた。
リアルタイムな情報とお問い合わせは

住吉踊の童女はどこから集まっているのですか
主に住吉大社周辺に住む子供たちですが、過
去には堺から来ている子もいました。童女は大
阪府下から集まっています。
住吉踊の難しいところはどこですか
けんけん、つまりステップのとり方が難しく、
特に入ったばかりの童女は苦戦しています。
住吉踊の内容は昔から変わらないのですか
－ 内容は昔から変わっていません。住吉踊は単
調な踊りですが、夏祭では1日中全部を踊ると
童女が疲れてしまうので短くしています。御田
植神事のときは全章節を踊ります（長谷川さ
ん）。
－ うちわを持って、前後左右で叩き「心」とい
う字を描くのですが、幼い童女は顔の向きとう
ちわを叩く方向が一致しないことが多いです
（保存会の方）。

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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記者の目
童女が楽しそうに住吉踊を舞う姿は見ている
者をも楽しませる。童女のうちわの一振りが幸
せのおすそ分けをしているように筆者には見え
た。

住吉踊が見られる日

写真＝2015年7月31日 住吉祭 （例大祭）
「住吉踊と江戸芸かっぽれの共演」
江戸芸かっぽれのルーツは住吉踊だといわれている。

正月三が日
御田植神事 （6月14日）
住吉祭 （7月31日～8月1日）
観月祭 （中秋）

住吉大社アクセス
どうして住吉踊は続いているのですか
みんなが住吉踊を好きだからでしょう （長
谷川さん）。練習日がないこと、これが続く秘
訣かもしれません （保存会の方）。また、童女
の数は年々増えています。これは地域の役員さ
んの呼びかけのおかげです （長谷川さん）。

長谷川八重子さん （住吉踊保存後援会会長）
自身に童女経験はないが、娘が童女になったこ
とを機に住吉踊に関わり始める。1967年から68
年の住吉踊保存会復興から携わる。96年から現
職。「将来的には住吉踊をユネスコの世界無形
文化遺産に登録したい（笑）」と意気込む。

住所
大阪市住吉区住吉2丁目9-89
南海鉄道 南海本線 「住吉大社駅」から東へ徒
歩3分
南海高野線
5分

「住吉東駅」から西へ徒歩

阪堺電気軌道 阪堺線「住吉鳥居前駅」から徒歩
すぐ
「住吉公園駅」から徒歩2分

住吉大社ホームページ
http://www.sumiyoshitaisha.net/
住吉踊保存後援会ホームページ
http://sumiyoshi-odori.com/

文責・写真
写真＝住吉踊保存後援会の皆さん
（2列目右端が長谷川さん）

リアルタイムな情報とお問い合わせは

丹下舜平（Hijicho）

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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○川柳募集中
大阪市立大学新聞 Hijicho 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版なども含む）にて発表させていただきます。
10月号では、テーマ「グルメ」に合わせ、多くの作品をご応募いただきました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

気二選
も重考
すあ委
るご員
けがの
どグコ
・ルメ
・メン
・さト
を
何
よ
り
も
証
明
し
て
い
る
よ
う
な

グ
ル
メ
だ
と
言
う
君
ふ
る
わ
Ｐす
Ｎ二
つ重
ばあ
っご
て
ぃ

絞
り
ま
賞

大料選
事理考
に上委
し手員
てなの
あいコ
げ相メ
て手ン
くはト
だ何
さ者
いに
。も
代
え
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

グ
ル
メ
だ
ね
Ｐ君
Ｎの
ミ料
ッ理
ド
ナが
イな
ト
・に
いよ
わり
さも
き

銀
賞

喜選
び考
が委
大員
いの
にコ
表メ
現ン
さト
れ
た
川
柳
で
す
ね
！

単
位
得
て

金
賞

貪
る
焼
肉
Ｐ
Ｎ

い
と
き美
ち味
ら
し
ぎ

市
大
川
柳

作品応募はこちらから

次の1１月号のテーマは『旅』です。ご応募お待ちしております。
<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するないようであること
・五七五を目指していること
この3つの基準をもとにHijichoの選考委員が選考いたします。
<募集締め切り> 11月号分（テーマ『旅』） 2015年10月20日まで
<募集要項>右上のQRコードより専用応募フォームにアクセスの上、ご応募いただくか、
hijicho@gmail.com まで件名に市大川柳、本文に所属、氏名(ペンネーム可)を明記して送付ください。
※作品は紙面やWebに掲載されることがあります。テーマ以外の作品でも構いません。

Hijichoは共に活動し、市大を熱くする仲間を募集しています。
毎週火曜日17時より編集会議を学情にて実施しています。
見学希望の方は hijicho@gmail.com までお問い合わせください。
Hijicho 新メンバー募集中! 興味のある方は編集会議にぜひ一度見学に来てください!
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