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おもろい学生おりまっせ！
第13回～Keeper Girls・安田彩寿稀～
皆さんは「Keeper Girls」というアイドルグ
ループをご存じだろうか。このユニットは大阪
府池田市にある「五月山動物園」の専属であり、
その動物園で飼育されているウォンバットのフ
クくんにお嫁さんを迎えるため動物園のPR活動
をしている。今回の「おもがく！」では、この
ユニットでアイドル活動をしている安田彩寿稀
(理・3) さんに迫った。

ではなく、ボランティア活動なので、そういう
期間を決めての契約みたいなものはありません
でしたね。この前、10月17日に池田市の五月山
体育館であった「大阪エヴェッサ公式戦ハーフ
タイムショー」というイベントでオリジナルの
曲を披露させてもらいました。YouTubeなどで
動画が観ることができるのでぜひ！
― 動物園内でのイベントは?
今は外部でのイベントにお呼ばれして出演さ
せてもらっている形なので、単独ライブという
ものはまだありません。クリスマス頃に行う予
定なのでぜひ来てもらいたいです！

写真＝安田彩寿稀 (大司写す)
― 今、最も力を入れていることは何ですか?
やっぱり学業ですね。大学の勉強が忙しくて
個人練習をする時間があまりありません。しか
しKeeper Girlsはイベント出演が週末に多いの
で、できるだけ力を入れていきたいと思ってい
ます。夏休みは週に1回ペースでメンバーと集
まってレッスンをしていました。
一度別のアイドルさんのライブを観て勉強し
ようということで、なんばグランド花月の地下
にあるイベント会場へ事務所の人に連れて行っ
てもらったことがあります。そこで、「君たち
も頑張ればいつか、こんな舞台にたてるのか
な」と言われてビックリしました(笑)。
― このユニットのことはどこで知りましたか?
母がたまたま新聞の記事で読んだのを教えて
もらいました。そして自分で応募して、オー
ディションを受けました。
― Keeper Girlsでの活動はいつまで続く予定です
か?
んー、よく分かっていません。フクくんのお
嫁さんを迎え入れる資金が集まれば終わりなの
かな、続くのかな？ この活動自体が雇用とか
リアルタイムな情報とお問い合わせは

― 活動していて楽しいと思ったことは何ですか?
歌ったり、踊ったり、メンバーと遊んだり、
アイドル活動の全てが楽しいです。もう少し年
齢が若ければ本当にアイドルになりたいと思っ
ているくらいです。それと、この前の日曜日に、
その前日にあったイベントに来てくれた小さい
子からファンレターをもらったことが嬉しかっ
たです。初めてのファンレターでした。恥ずか
しそうにしながら渡してくれて、「あずにゃん
へ」と書いてありました！
― アイドルのことが好きになったのは小さい時
からですか？
小学生の頃はテレビを観なくて、KAT-TUN
が好きな友達にその話を聞いても、それが何な
のかが分からなかったくらいです。その後、中
学生になってテレビを観るようになり、「アイ
ドル……すごい！！」と思いました。そこから
アイドルが好きになりました。
― 好きな動物は何ですか？
ウサギです (即答)。 あ、ここはウォンバッ
トって言うべきでしたか(笑)。 ウォンバットも
すごく好きなんですが、種類を問わずウサギが
好きですね。小さい時からウサギを飼っていて、
今も3羽飼っています。その3羽はお父さんとお
母さんと子どもなんです。最初は男の子だけ
飼っていて、そのあと女の子も飼い始めたら、
その年中に子どもが産まれました。毎日、家に
帰って「可愛いなぁ」と愛で、勉強で疲れたと
きには癒されています。

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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― 休日は何をしていますか？
今はほとんどイベント出演で、イベントが無
ければ大学のレポートに追われています。3回生
は専門科目ばかりで難しいですね。アイドル活
動で楽しんだり、レポートで病んだりして波が
ありつつ過ごしています(笑)。
学情の本を探すにしても、イベント等がある
ときはそっちに行かなければならないので、学
情にいられる時間が少なくなり、文献を探す時
間が無いことが大変ですね。最近はイベントに
行くときに、空いている時間でその場でできる
課題などを持って行くことを心掛けています。
― 突然ですが手元に20万円があったら何に使いま
すか？
20万円ですか？……貯金ですね。私はあんま
りお金を使わない方なので。今一番お金を使っ
ている事は、池田に行く交通費くらいです。イ
ベントに出るときの交通費は支給されるのです
が、レッスンとかは実費なので(笑)。
参考動画 (Keeper Girls公式アカウント)
https://www.youtube.com/channel/UC6iPWoFB
pg6sE0QZt_zu_-A
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― 市大生にメッセージをお願いします。
池田市は遠いので来てくれる人は少ないので
すが、この前、市大生の人が来てくれました！
メンバーが映っている物販のクリアファイルを
10枚買い、「友達に配る！」と言ってくれまし
た。その人を中心にどんどん広めてもらって多
くの市大生に知ってもらいたいです。
― 今後の目標は？
学業の目標は、4回生になったときの研究室配
属のために単位をちゃんと取っておくことです
ね。アイドル活動の目標は、今は池田中心で活
動していますが、全国区も視野に入れているの
で、それを目指して頑張っていくことですね。
ちょいちょいテレビにも取り上げていただいて
るので、この調子で頑張りたいです！
―あなたにとってのアイドルとは？
自分が歌ったり踊ったりすることによって、
たくさんの人を一気に笑顔にすることができる
すごく楽しいものだと思います。
文責
大司雄大 (Hijicho)

ビジネス交流会開催
大阪市立大学同窓会主催の第2回ビジネス交流
会が2016年1月30日(土)、高原記念館で開催され
る。本会は、社会で活躍する本学卒業生の交流
を目的としたものだ。当日はゲストスピーカー
を招いてのお話や、グループディスカッション
といったコンテンツが用意される。交流会の後
には懇親会も企画されており、よりいっそう参
加者間で親交を深められることだろう。幅広い
分野のビジネスパーソンが集まる本会は、普段
することのない人々と話すことのできる良い機
会である。本学卒業生の皆さんはぜひ参加して
みてはいかがだろうか。
【第2回大阪市立大学ビジネス交流会in大阪】
日時：2016年1月30日(土) 14時～17時
※終了後に懇親会を開催
場所：大阪市立大学高原記念館学友ホール
対象：大阪市立大学卒業生で、現在民間企業や
自治体等にお勤めの方々、または企業家やフ
リー等で活動する現役のビジネスパーソン
参加費：無料
【プログラム】
14：00 オリエンテーション・アイスブレイク
14：30 ゲストスピーカーによる講話
15：30 グループディスカッション
17：00 終了、懇親会
リアルタイムな情報とお問い合わせは

<ゲストスピーカー>
山岡祥記氏(昭和55年商学部卒、モロゾフ株式会
社 常務取締役 経営統括本部副本部長 兼 経営企
画部長)
<懇親会>
場所：野のはなハウス
対象：希望者のみ
参加費：2000円
【お申込みにあたって】
●参加希望の方は、以下の項目についてメール
でご連絡をお願いいたします。
・氏名 ・卒業年度 ・出身学部 ・現在の勤め
先 ・所属部署 ・役職 ・懇親会の出欠
★送り先：alumni@ado.osaka-cu.ac.jp
●メール内容を確認後、同窓会事務局より返信
させていただきます。
●お申込みの締め切りは「2016年1月23日(土)」
とさせていただきます。
●懇親会の当日キャンセルは、参加料を申し受
ける場合がありますので、あらかじめご了承願
います。
文責
大塚成美 (Hijicho)

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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ひーちゃん＆とり男の冬ナビ！
ひーちゃん (以下、ひ) …理学部2回生。大阪の
観光スポットを探すのが好き。意外と穴場にも
詳しい。少し天然。
とり男 (以下、と) …経済学部2回生。単位は既
に3つ落としている。下宿生活2年目だが、大阪
のことはいまだによく知らない。

ひ：ドイツ・クリスマスマーケットに行くの！ド
イツの工芸品やホットワイン、ソーセージを販
売するお店がたくさん出店されるんだよ。会場
の真下にある光るクリスマスツリーも見たいな
あ。とり男くんも一緒に行く？
と：行きたい！！行きます！！
ひ：これから楽しみなことが目白押しだね。
おわり

ひ：すっかり冷え込んできたね。もうすぐ待ち
に待った冬休みだよ！
と：そうだね。近場で冬らしいことがしたいな
あ。
ひ：それなら、定番のイルミネーションがいい
んじゃない？あべの・天王寺イルミナージュなん
かどうかな。天王寺動物園がことし開園100周年
を迎えたのを記念した、動く動物型のイルミ
ネーションを見ることができるのよ。
と：動物型のイルミネーション！？しかも動く
の！？
ひ：珍しいよね。それか、長居植物園のイルミ
ネーションを見に行くのはどう？コンサートや
フードコー ナーも充実しているそうよ。とり
男くんの家から近いし。
と：行きたいけど、一緒に行ってくれる人がい
ないよ。カップルに囲まれて一人で見るのはつ
らそう。
ひ：カップルを見て、「自分もそうなりた
い！」ってモチベーションを高めるのはどうか
しら。
と：メンタルが強くなりそうだね……。今年も
一人でクリスマスを過ごすのか……。
ひ：ケーキを買って家でまったり過ごすのもい
いんじゃないかな。
と：ひーちゃんは冬休みはどこへ行きたいの？
ひ：私はくまのプーさん展に行きたいな。くまの
プーさんに関する貴重な資料が約350点も見るこ
とができるのよ。プーさん、その仲間たちと写
真を撮ることができるクリスマスのフォトス
ポットもあるの。阪急会場限定よ。
と：面白そう。僕は限定って言葉に弱いんだよ
なぁ。ところで、ひーちゃんはクリスマスは空
いてる・・・？
ひ：ううん。ずっと前から楽しみにしていたこ
とがあるの。
と：えっ！？

リアルタイムな情報とお問い合わせは

※この記事に登場する、ひーちゃんならびにと
り男は架空の人物です。
ひーちゃん＆とり男の冬ナビに出てきたイベン
ト・お店
あべの・天王寺イルミナージュ2015
10月31日(金)～2016年1月31日(日)@天王寺公園
( 地下鉄御堂筋線「天王寺」駅、「動物園前」駅
JR「天王寺」駅)
http://www.illuminagegroup.com/tenoji20152016/
長居植物園ガーデンイルミネーション
11月20日(金)～12月27日(日)@長居植物園(地下
鉄御堂筋線「長居」駅 JR「長居」駅)
http://nagai-park.jp/illumi/
くまのプーさん展
11月25日(水)～12月27日(日)@阪急うめだ本店
(地下鉄御堂筋線「梅田」駅 JR「大阪」駅)
http://www.disney.co.jp/eventlive/pooh.html
ドイツ・クリスマスマーケット大阪2015
11月20日(金)～12月25日(金)@新梅田シティ・
ワンダースクエア(地下鉄御堂筋線「梅田」駅
JR「大阪」駅)
http://www.skybldg.co.jp/event/xmarkt/2015/

文責
中村有里 (Hijicho)

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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ユニドルの異端児！？
にゃんちゅう、市大を背負って出場
「にゃんちゅうがユニドルに帰ってきた！」
「市大アイドル～にゃんちゅう～」 (にゃん
ちゅう) が12月28日に大阪・心斎橋のBIG CAT
で開催されるUNIDOL 2015 Winter 関西大会に1
年ぶりに出場することが決まった。
UNIDOL (ユニドル) という名称は、
UNIversity iDOL (女子大生アイドル) に由来す
る。「普通の女子大生が、一夜限りの“アイドル”
としてステージに立つ」というコンセプトのも
とで開催される、大学対抗の女子大生アイドル
日本一決定戦だ。また、この関西大会を含めた
地区予選を勝ち上がったチームは、東京にて開
催される決勝大会に進出し、そこで日本一の女
子大生アイドルが決定する。にゃんちゅうは、
今までの大会では審査員からの評価は高かった
ものの、決勝大会進出はならなかった。今回の
出場にあたり、どのような意気込みで臨むので
あろうか。にゃんちゅうのメンバーのあっこ
にゃんちゅう、じゅりにゃんちゅう、ひろみ
にゃんちゅうにお話を伺った。

あっこにゃんちゅう (以下、あっこ)：地元の子
どもが『楽しみにしてます』って声をかけてく
れて、何度も来てくれて、いろんな層のファン
の人がいることを最近感じます。
ひろみ：どうやってこんなに知れ渡ったのかな
と思うぐらいです (笑) 。今までは、めっちゃが
んばってビラ配りして、それでも席がいっぱい
になることはなかったのに、最近は『時間がな
くてビラ配りができなかったけど、お客さん来
るかな？』と思った時も、会場がいっぱいにな
るぐらい来てくださって、本当にありがたいな
と思いますね。

写真＝左よりあっこにゃんちゅう、じゅりにゃ
んちゅう、ひろみにゃんちゅう

― ステージのコンセプトはなんですか。
あっこ：お決まりの『きもかっこいい』です
(笑) 。あと、インパクトを残すことを目標にし
ています。

― 最近のライブはとても盛り上がっていますね。
ひろみにゃんちゅう (以下、ひろみ)：お客さん
が増えたので、ライブをやっていても一体感が
ありますね。昔は来てみようか、という好奇心
で来ている方が多くて、一歩引いた目線で見て
いる感じがあったので、やりにくいとかはな
かったけど少しさみしい気持ちはありました。
でも最近はファンの方が増えて、コールを入れ
てくれて、サイリウムも振ってくれるので、
やってても「来てるな」と思うときが増えまし
た (笑) 。だいぶライブの雰囲気は変わりました
ね。
リアルタイムな情報とお問い合わせは

― 久しぶりのユニドル出場ですが、決め手はあり
ましたか。
あっこ：あまり公にすると他の出場者の方に失
礼になってしまうかもしれないのですが、私た
ちは優勝したいという気持ちよりもいろんな人
ににゃんちゅうを知ってもらいたい、私たちの
カラーをいろんな人に見てもらいたいという気
持ちが強いです。
ひろみ：今まではユニドルに対してのハードル
を高く感じすぎていたなと思います。出るん
やったら1位じゃないと意味がないと思っていた
し、本選に行くことを目指していこうと考えて
たけど、今は楽しんでやったらいいんじゃない
かなと思っています。とりあえず出たら楽しい
し、私たちを出していこう、という気持ちに変
わったのが大きいです。

― 他のグループに「ここは負けない」という特徴
はありますか。
じゅりにゃんちゅう (以下、じゅり)：他のグ
ループの子は女子大生っぽいふわふわした雰囲
気の子が多いのですが、にゃんちゅうはちょっ
と違いますね。カラーの違いを感じます。
ちょっとユニドルの中では浮いてるかもしれな
いです (笑) 。
あっこ 教室ライブをやらせてもらってるので、
お客さんを盛り上げることには自信があります。
『ステージに少し出た』とか、『踊ってみた』

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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をしているグループは多いですが、教室を借り
て連日ライブをしているグループは少ないので
はないかなと思います。
じゅり：YouTubeに『にゃんちゅう動画』を上
げていたりと、バラエティー班として活動して
いるところもポイントです。
ひろみ：他のグループはいろんな大学の人を集
めているところもありますが、私たちは市大の
名前を背負って、市大を広めるために出場して
いるので、たくさんの人に注目してもらえるス
テージにしたいと思っています。
― ユニドルに来てくださる人に準備しておいてほ
しいことはありますか。
ひろみ：タオルを使うパフォーマンスがあるの
で、ぜひ持ってきてほしいです。にゃんちゅう
公式のタオルを販売しているので、できればそ
れを持ってきてください (笑) 。
あっこ：銀杏祭のライブ動画を見ていただけれ
ば予習ができます。私たちからもこれを予習し
てほしいという情報を発信していくので、
YouTubeやTwitterのチェックをお願いします。
― ファンの皆さんにひとことお願いします。
ひろみ：ありきたりな言葉になってしまうけど、
にゃんちゅうはファンの皆さんに支えてもらっ
て輝けていて、声援がなければ成り立たない
なって思います。応援してくださってる人には
『にゃんちゅう、こんなこともできるねん
で』っていうところを見せて恩返ししたいなと
思っています。
あっこ：アウェーな場所でも、ファンの方がい
てくれたらとても心強いんです。色んな人に見
てほしいけどコールがないとさみしいなと思う
ので、ぜひ来て盛り上げてほしいなと思います。
あと、学校では実現できない照明などを使った
こだわりのあるステージを作るので、いつもと
違ったにゃんちゅうが見られると思います。
ひろみ：にゃんちゅう今回がんばるんで！
TwitterやGmailなどで、私たちにチケットがほ
しいという連絡をくださったら購入できます。
チケットを事前に予約してくれた方にはチェキ
特典もあります。ぜひ来てください。
From editor
アイドルは遠い存在から会いに行ける存在へ
と変わってきた。そして今はアイドルに憧れる
女子大生がステージに上がっていく時代である。
にゃんちゅうはその日のためだけにステージに
上がる女子大生ではなく、市大でアイドルとし
て活動する女子大生である。出演者がユニドル
にかける思いはさまざまだと思う。その中で、
市大を広めるという目的を持ってユニドルに
リアルタイムな情報とお問い合わせは
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乗り込む彼女たちが「にゃんちゅうのステージ
は面白い」と観客を驚かせる一体感を出し、こ
れがアイドルだという姿を見せてくれることを
期待している。
UNIDOL (ユニドル) 2015 Winter 関西大会
日時：2015年12月28日(月) 開場 15:00 / 開演
16:00
会場：BIG CAT (心斎橋)
市大アイドル～にゃんちゅう～公式Twitter：
https://twitter.com/ichidai_idol
文責
田上結稀 (Hijicho)

ハロウィン
最高&再考
10月31日、東京・渋谷ではハロウィンを満喫
しようと仮装した人々が集結していた。昨年は
車道に人があふれ、110番通報が相次いだことか
ら、今年は警視庁がDJポリス (注) を投入するな
ど厳戒態勢を敷いた。DJポリスは「お気に入り
の写真が１枚撮れたら、順序よく前にお進みく
ださい」と呼びかけ、円滑な通行を促した。ま
た、昨年は駅や百貨店のトイレが仮装用の血の
りやゴミで汚されたため、渋谷区は今年、神宮
通公園に着替え用のテントやメーク台を設けた。
これらの対策によって今年のハロウィンでは目
立った問題は発生しなかった。 (一部引用：日本
経済新聞2015年11月1日付朝刊)
(注) DJポリス…警視庁警備部第9機動隊広報係
に所属する男性隊員。サッカー日本代表がW杯
出場を決めた2013年6月4日、東京都渋谷区のス
クランブル交差点で熱狂する群衆を言葉巧みに
誘導したことで一躍有名となり、「DJポリス」
の愛称が付けられた。 (出典：コトバンク)
ところ変わって同日、市大では銀杏祭1日目が
開催されていた。Hijichoもハロウィン気分に浸
ろうと記者3人が仮装した。そして模擬店を回り、
他にハロウィン気分に浸ってる人がいないか、
市大仮装調査を行った。

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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仮装したメンバー
記者A (写真中央)
一番気合い入っています！
記者B (写真右)
ライブはいつもこの格好で行きます！
記者C (写真左)
かぼちゃの被り物にオレンジのシャツ
を合わせたが、記者A・Bのインパクト
に押されかすむ。

10月31日に出会ったユニークな仮装を
した人

第39号

2015年12月1日

ちびっこ魔女の前ではたじた
じになってしまった。写真は
勧善懲悪を表しているようだ
が、魔女と記者Aではどちら
が善でどちらが悪なのやら
……。
さて、10月31日に市大で仮
装していた人は少なかった。
けれども、11月1日にはペン
ギン (生物研究会扮す)や猿の
群れ (誰が扮していたのかは
不明) が登場して会場を盛り
上げていた。そんな動物たち
が地域の子供たちと写真を
撮り、遊んでいる姿は見ている側をも微笑まし
くさせた。
ハロウィンについて、作家の柚木麻子さんは
エッセイの中で次のように書いている。
" (前半略) 時代の圧力に敏感な若い世代が時に

写真＝進撃の巨人と記者A (新宅写す)

はとんでもない服装で別人に変身し、のびのび
と振る舞いたいと願うのもごく自然なことでは
ないだろうか。一見人生を謳歌しているように
見えても、実は自覚しないままに抑圧されてい
るから、チャンスを得ると必要以上に盛り上
がってしまうということはないだろうか。
(中略)

仮装者が少ない中、彼は勇気を出してボディ
ペイントに挑んだ。記者Aは進撃の巨人と固い握
手を交わし、同じ境遇を分かち合った。別れ際、
記者Aは進撃の巨人の手のひらにブラックペッ
パーを恵み、友情の印とした。進撃の巨人は何
の粉か分からずに少々戸惑っていたが……。

イベントに便乗して騒ぐのももちろん楽しいが、
普段から小さな冒険をしたり、ささやかな工夫
で違う自分になってみたりするのもいいかもし
れない。そうやって小さなガス抜きをすること
で毎日楽しく過ごせるのなら。” (引用：日本経
済新聞2015年11月7日付夕刊「若者は元気だ
な?」)
昼間からお酒を飲んで盛り上がるだけが、銀
杏祭ではない。自分の好きな物に変装していつ
もと違う自分を楽しむ。それが、柚木氏の言う
‘‘小さなガス抜き’’だろう。抑圧された毎日から
解放される日がハロウィンであり、銀杏祭であ
る。来年の銀杏祭、どんなユニークな人々に出
会えるか今から楽しみになってきた。

写真＝地域の子供たちと記者A (新宅写す)
記者AはUSJのゾンビ顔負けの動きで模擬店を
練り歩いていた。何といっても、記者AはUSJの
ホラーナイトのゾンビ募集の面接を寝坊で蹴っ
たほどの強者。記者Aが振り返った瞬間、女子中
学生は驚いて悲鳴を上げていた。しかし、
リアルタイムな情報とお問い合わせは

おまけ
10月30日、シェリー2階 (書籍・購買) では、
仮装して「トリックオアトリート」と唱えると
お菓子がもらえた。ハロウィンのお菓子は口の
中ではじけ、初めての食感に感動した。記者Aは
辛党のため食べていなかったが……。
さて、来年は読者の皆さんにもハロウィンに
お菓子とコスチュームを準備してほしい。仮装
したあなたをHijichoは見逃さない。
文責
丹下舜平 (Hijicho)

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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2016年卒内定者が語る、
私の就活体験記＜前編＞
これから就活を控えた読者に対し、「就活」とはど
ういったものなのかをイメージを持ってもらうべく、
就活を終えた16年卒の市大生の体験談を紹介する。
本記事を通じて就活への疑問や不安の解消に少しでも
役立てば幸いだ。
内定者のプロフィール

― いつから業界や行きたい会社を決め始めま
したか。またそのきっかけは。
A：最初はいろいろな業界を見ていました。
漠然とした憧れから新聞社やメーカー、あ
とは食品業界に行きたいな、と考えていま
した。中学生、高校生のころからこれらの
業界には興味がありました。そこからセミ
ナーなどに参加するうちに、段々と志望業
界が変化したという感じですね。
B：僕は4年間、家電産業や自動車産業につ
いて勉強していたこともあり、就職するな
らメーカーがいいな、と感じていました。
他には、住宅設備メーカーにも興味を持っ
ていました。
C：父が金融業界で働いていることもあり、
大学の3回生の時から漠然と金融業界で働く
のだなと思っていました。しかし、説明会
に参加するよりはどんどん選考を受けてい
きたいと考え、就活前半の時期に縁あって
今の物流会社から内定をもらいました。物
流業界に興味があったというよりは、その
会社に惚れ込んで入社を決めました。
D：航空業界と金融業界を志望していました。
航空業界は以前から興味があり、金融業界
はお金はいろいろなことと関わっており、
社会にとって必要なものであるという理由
でした。
E：最初は自分が何をしたいのか、どんな仕
事が向いているのかが分からなかったので、
インターンに積極参加して、行きたい業界
や会社を見極めました。

下図＝それぞれが実際に行った就活スケジュール

リアルタイムな情報とお問い合わせは

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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F：経済学部や商学部の授業を受けたときに、金
融業界に興味を持ちました。また、少子化で成
長の見込めない日本を盛り上げるには、莫大な
貯蓄を動かすことが必要であると考え、証券会
社に行きたいと意識し始めました。

B：僕も自分でしつつ、周りの人にも頼っていま
した。友人だけでなく家族に聞いたことがよ
かったなと思いました。やはり、生まれたとき
からの自分を知っているので。実は最初は自己
分析をやるべきなのかで悩んでいました。何を
どう分析したらいいのかが分からない場合は、
ー いつから就活を始めましたか。
本に頼るのも一つの手だと思います。
A：本格的に就活を始めたのは、3回生の6月のイ C：自己分析は面接を通じて行っていました。面
ンターンの合同説明会でした。しかし、厳密に
接での受け応えを通じて、自分の中でフィード
は2回生の夏にインターンに参加していましたね。 バックを行うことを意識しました。
B：3回生の12月の学内セミナーが最初でした。
D：最初は自己分析はしないでいいかと思って
その時は、本当に興味のある企業しか参加して
おり、積極的にはしませんでした。しかし、自
いなかったので、実質的に動き始めたのは3月の
分は慎重派なのかそうでないのか、人と関わり
後半でしたね。
たいのかそうでないのか、など大まかには自己
C：3回生の12月からインターンのエントリーを
分析をしていました。
していました。
E：他の皆さんと同じように、友達や先輩などに
D：3回生の10月から学内セミナーに参加してい
自分はどんな人間なのかを聞く他己分析を中心
ました。
に行いました。
E：3回生の8月からインターンに参加してました。 F：電車の中やセミナーの合間など、思いついた
F：3回生の1月からインターンに参加するなどし ら自己分析はやるようにしていました。セミ
ていました。
ナーなどで聞いたことを通じて自分の向いてい
る仕事や、やりたいことを考えました。
ー インターンに行って学んだこと、知ったことは。
また、インターン参加は業界を絞るきっかけや内
― 何を基準に業界・会社を選びましたか。
定につながりましたか。
A：私はどんな仕事をしたいかを考えたときに、
A：インターンは、仕事内容や会社のことを理解 一番に好きなことをしたいと思ったので、仕事
できるという点が大きいと思います。私の場合、 にしても好きになれるもので選びました。また、
インターンに参加した会社から内定をいただく
なるべく多くの人に関わる仕事をしたい、とい
ことができたのですが、私自身もインターンを
う点も業界を決めるにあたって一つの基準にし
通じて知ることで志望度が上がりましたし、知
てました。
ることで会社への理解につながります。結果と
B：自動車部品メーカーは取引相手が基本的に決
して内定につながったのかな、と思いました。
まっているので、他の業界と比べても働きやす
B：私はインターンは選考の前段階と考えており、 いかな、と考えました。その点は会社選び一つ
選考のために行っていました。インターンに
の基準になりましたね。また、会社の経営理念
行った4社のうち2社から内定をもらえました。
を重視していて、自分の軸である社会に貢献で
E:インターンに行くことで具体的にどんな仕事
きるような経営理念を掲げている会社を選びま
ができるのか、どんな雰囲気の会社なのかを肌
した。あとは説明会などの雰囲気もしっかりと
で感じることができます。私の場合は様々な業
見るようにしていました。
界のインターンに参加して、そこから志望業界
C：自分が活躍できる場があるかという点と会社
を絞りました。また、早い時期からインターン
の安定性をみていました。
に参加してる人はレベルの高い学生が多いので、 D：航空業界と金融業界を見ていたのですが、
自分にとっても刺激になりましたね。
航空会社の場合は正社員で働けるかという部分
F：インターンでの課題がかなり難しかったので
をまず見ていました。あと、産休、育休を取れ
すが、その課題に対して、しんどくてもあきら
るかをチェックしました。
めずにやり遂げることの大切さを学びました。
E：これまでの自分の生き方、価値観から人に信
また周りの学生の意識の高さに圧倒され、必死
頼され、いろいろな仕事に挑戦できる仕事とい
についていこうとする姿勢も身につきました。
う軸に当てはまるかを吟味し、業界を絞りまし
た。会社選びの基準は自分の雰囲気と社員の雰
― 自己分析はどうやってしましたか。
囲気、社風が合うかを重視しました。自分自身
A：主に他人に聞きました。自分が思っている自 の雰囲気とマッチしないと実際に働き始めてか
分と外から見られる自分とのギャップが大き
ら大変かな、と思っていたので。
かったので、家族や友達に自分の強みを聞いた
F：給料の面や会社の規模、ブランドを基準に見
りしていましたね。
ていました。規模が大きい方が顧客に対して
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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様々な提案ができると考えていたので。あとは
社員の質や受けている学生の能力も見ていて、
自分が切磋琢磨して働ける会社を選びました。
― 働き方 (全国転勤/地域限定、総合職/一般職
など) はどうやって決めましたか。
A：私は総合職として就職するので転勤もありま
すが、本音を言えば大阪に残りたい気持ちもあ
りました。しかし、勤務地はそこまで重視はし
ませんでした。総合職か一般職の選択について
は、私自身バリバリと働きたいと思っていたの
で総合職の方が性に合っていると考え、一般職
は受けませんでした。
B：全国転勤は本当は進んでいきたいとは思いま
せんでしたが、メーカーの場合はグローバル展
開しているところが多いので、やりたい仕事を
優先しました。
C：やはり自分が活躍するためには、全国転勤の
ある総合職かなと考えていました。転勤にはあ
まり抵抗はありませんでした。
D：私も総合職しか受けていませんでした。稼ぎ
たいという部分もありますし、大学生活でも自
分に裁量のあることをしていたので、自分のや
りたいことのできる可能性の高い総合職を選び
ました。転勤も抵抗はありませんでした。
E：私の内定先は総合職もいくつかのコースに別
れているのですが、自己分析を通じて自分は事
務で幅広い仕事を経験し、将来は全社を俯瞰で
きる仕事をしたいと考えたので、今のコースを
選びました。転勤は正直大変だと思いますが、
自分の希望を叶えるためには仕方ないですね。
F：父が転勤族ということもあり、正直進んで転
勤をしたくはありませんでしたが、他の皆さん
と同じように、自分の就活ではやりたい仕事を
優先しました。
― 業界研究はどうやってしましたか。
A：私は業界研究が他の人と比べて、あまりでき
ていなかったように思います。本やインター
ネットではなく、インターンやセミナーで社員
の方と話して学んでいたので、あらかじめ勉強
しておいた方がよかったのかなと思うこともあ
ります。一方で、社員の方との対話を通じて研
究することで、理解はしやすいと思います。
B：元々その業界のことを勉強していたというこ
ともあったので、改めて業界研究をしていたわ
けではありませんでした。しかし、個別の企業
研究はしていました。自動車部品メーカーは
BtoB産業 (企業が企業向けに行う事業のこと) な
ので、何を作っているのか、シェアや競合他社
はどんな企業があるのかはしっかりと見ていま
した。あと、人事のブログも結構見ていました。
リアルタイムな情報とお問い合わせは
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C：本を先輩からもらったりはしていましたが、
業界研究はあまりしていませんでした。今考え
るともう少ししておいても良かったのかな、と
思います。
D：セミナーに行って話を聞いて、というのが
一番メインでした。セミナーでその会社が一番
力を入れているところなどをチェックしていま
した。業界地図なども自分が行きたい業界を見
て、こんな会社があるんだな、という感じで見
ていました。
E：私もセミナーでの話や会社のパンフレットを
読み込み、その企業の強みや特徴をメモ帳に
ピックアップしていました。これは後々の面接
時に役立ちました。
F：ひたすらセミナーに参加して情報を手に入れ
ました。行きたい会社のセミナーは自分の足を
使ってすべて参加すべきだと思います。あとは、
新聞を読んで企業の動向をチェックしました。
― 就活解禁前 (12～2月ごろ) にしておいてよ
かったこと/しておくべきだったことは何ですか。
A：この時期、私は学内セミナーやインターンの
合同説明会などにも積極的に参加していました。
ここで多くの会社に触れておくことで、業界研
究や後々どの会社に出そうか考える時に役立ち
ました。一方で、とにかく自己分析をこの時期
からしておいた方がよかったなと思います。自
分の強みなどは早い時期から固めておいた方が
いいと思います。
B：僕はこの時期、進路に悩んでいて、大学院に
進学するのかNPOなどで働くのか、すごく迷っ
ていました。ほとんど就活をしていなかったの
で、とりあえず学内セミナーに参加するなどこ
の時期から動いておけばよかったな、と思いま
した。しかし今振り返ってみると、この時期に
じっくりと悩むことができたからこそ今の自分
があるので、ある意味よかったように思います。
C：私はこの時期が一番就活をしていました。選
考を通じてエントリーシートや自己PRの型を作
り上げていくことができたことがよかったこと
ですね。しかし、受かることに執着しすぎてい
たので、そんなに焦らなければよかったですね。
D：私はこの時期は学内セミナーに参加して、
興味のある企業を回っていました。やっておい
た方がよかったことは、自己分析やテスト (SPI
など) の勉強ですね。この時期はまだ時間に余裕
があるので。
E：しておいてよかったことは、インターンやセ
ミナーに積極的に参加して、早い時期から深く
会社のことを知ることができた点ですね。して
おくべきだったことは、様々な業界を一巡する
ことです。

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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F：16年卒は就活のスケジュールが変更となった
ので、自分でもう一度スケジュールの確認をし
たことがよかったですね。SPI対策などは余裕の
ある時にしておけばよかったです。
― 就活前半 (3月～6月ごろ) にしておいてよかっ
たこと/しておくべきだったことは何ですか。
A：やっていてよかったことは面接や会社に頻繁
に行っていたことですね。とにかく動いて経験
を積めたことがよかったです。その一方、エン
トリーシートの添削をお願いしたり、選考に落
ちてしまったときにどうしてダメだったのかを
考えておけばよかったです。この時期、私はタ
ラタラと就活していた印象があるので。
B：しておくべきだったことは、セミナーや説明
会に参加する前に予習をしておいて、積極的に
質問をすることです。
C：自分は、行きたい業界は片っ端から選考を受
けるというローラー作戦を行っていたのですが、
時間にも余裕があったので、広い視野をもって
いろんな会社を見ておけばよかったですね。
D：業界トップの企業の内定者セミナーに参加し
て、内定者はどんなことをしていたのか知れた
ことがよかったですね。あとは先輩に相談して
何をしたのかを教えてもらったこともよかった
です。この時期からメイクなどの身だしなみの
チェックをしておいたらよかったと思います。
E：しておいてよかったことは、面接を早くから
受け、内定を4月にもらえたことです。一つでも
内定があると、気持ちに余裕が生まれるので。
しておくべきだったことは、SPIの対策ですね。
F：よかったことは、毎日セミナーなどに参加し
たことですね。場慣れすることがとにかく大切
だと思います。一方で、この時期にエントリー
シートの内容を詰めておけばよかったですね。
あと、履歴書は書けるところはあらかじめ書い
ておいてストックしておいた方がいいです。

月下
の紅葉
リアルタイムな情報とお問い合わせは
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― 就活後半 (7月～9月ごろ) にしておいてよかっ
たこと/しておくべきだったことは何ですか。
A：自信をもって私の強みをPRできるように
なったことがよかったですね。しかし、最終面
接で落ちることが多々あったので、行きたいと
いう熱意を伝える努力をすればよかったです。
B：7月に説明会に行っていたことがよかったで
すね。メーカーの場合、6月にエントリーシート
を締め切り、8月から選考開始のところが多く、
またエントリーシートが思ったよりも通過しな
かったので、7月からさらに説明会に参加しまし
た。この時期の説明会は人も少ないですし、穴
場の企業も見つけることもできたので良かった
と思います。しておくべきだったことは面接の
練習ですね。
C：この時期はもう就活をしていなかったので、
しておくべきだったことは先ほども言いました
が、視野を広く持つことですね。
D：面接で聞かれたこと、どう答えたかを書い
ておいたこと、次に聞かれたらどのように答え
るかを考えておいてよかったです。あと、リク
ルーター面接で志望動機はこれでいいのかなど
を市大の先輩に聞くことができたのはよかった
ですね。
E：この時期はとにかく面接を受けまくっていま
した。それが良かった点でもあり、反省点でも
あります。持ち駒を多く持っていたのは良かっ
たのですが、今思えば面接の準備が若干雑だっ
たように思います。
F：私はリクルーター面接が多かったのですが、
あらかじめ会社のことや時事ネタなどの10個以
上の具体的な質問を考えておいてよかったと思
います。しておくべきだったことは、この時期
になると忙しくなるので、時間に余裕を持って
行動することですね。
後編に続く (1月号に掲載予定)
文責
町田和紀 (Hijicho)

11月21日 (土) から23日 (月・祝) にかけて、大阪府交野市
私市にある本学理学部附属植物園にて紅葉のライトアップが
開催された。普段は16時30分に閉園されるのだが、この期間
は特別に20時に変更される。園内にあるカエデ山にはイロハ
モミジ、ハウチワカエデと、これらに由来する品種を中心に
約50種類が収集されている。葉が鮮やかに色づくこの時期は
幻想的な情景を楽しむことができる。この時期は日本各地の
さまざまな場所で紅葉を鑑賞できるが、人通りの多さゆえに
ゆっくりと鑑賞するのはなかなか難しい。しかし、この植物
園では落ち着いて至近距離からも紅葉を観察することができ
る。また、植物園は甲子園球場6個分ほどの広さを誇り、国
内外のさまざまな品種の植物を鑑賞できる。サクラ山という
場所もあり、お花見のシーズンに訪れるのも良いだろう。
(12面へ続く)
http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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○川柳募集中
市大新聞 Hijicho では、市大生の声や想いを共有すべく、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。
12月号では、テーマ「星」に合わせ、非常に多くの作品をご応募いただきました。
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次の1月号のテーマは『福』です。ご応募お待ちしております。
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作品応募はこちらから

<選考基準> ・テーマに沿っていること・五七五を目指していること
・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
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> 1月号分（テーマ『福』） 2015年12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。

ライトアップ中は限られた区域しか入れなかったがその一部を紹介する。
①クスノキ：ライトアップされた道中でまず目につくのが立派な１本のクスノキである。樹齢を特
定することはできなかったが、照明によって照らされたその姿は非常に荘厳であった。
②並木通り：クスノキのすぐ隣の道を挟むように木々が立ち並んでいた。並木通りは普段、当たり
前のように見かけるが、このようにライトアップされると夢幻的な感情が喚起された。
③紅葉：並木通りをしばらく歩くと小高い丘が見えてくる。その丘には鮮やかにライトアップされ
た紅葉が見られた。あいにく天気はくもりだったので明瞭ではなかったが、それでも月を背景にし
た紅葉の光景はどこか現実離れしていた。紅葉はかなり近くまで近寄ることができ、じっくりと鑑
賞することできた。
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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写真＝ライトアップされた紅葉

番外編・星のブランコ
植物園とは直接関係はないが、植
物園周辺の観光スポットである、ほ
しだ園地の星のブランコを紹介した
い。植物園から国道168号線沿いを
歩くと行くことができる。植物園に
来た際はぜひ立ち寄ってほしい。星
のブランコは全長280m、最高地上
高50mのつり橋であり、木床板人道
つり橋としては日本最大級である。
つり橋からの眺めは絶景であり、自
然の雄大さを感じることができる。

写真＝クスノキ

写真＝並木通り

写真＝ライトアップされた紅葉
リアルタイムな情報とお問い合わせは

写真＝星のブランコ
写真
丹下舜平 (Hijicho)
文責
後藤遼 (Hijicho)

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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市大新聞Hijichoでは、市大フォトに掲載する写真を募集しています。
採用された写真は翌月の紙面 (Web版なども含む) にて発表させて
いただきます。みなさまからのご応募お待ちしております。
【募集締切】
新聞発刊前月の20日まで
【応募方法】
今月の市大フォト
件名に市大フォト、本文に所属、氏名
(ペンネーム可) ・写真のタイトル・撮影日
時・場所・写真の説明を明記し、
hijicho@gmail.com までお送りください。
【応募規定】
・大学または大学付近で撮影した写真のみを
受け付ける。・一人何点でも応募可。
・応募作品の撮影時期不問。
・応募者本人が撮影し、著作権など全ての権
利を有する作品に限る。
【応募形態】
・モノクロ不可。カラーのみ。
・画像の加工、合成は不可。
・使用機材の機種は不問。
・写真は全部合わせて14㎆を上限とする。

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.3

A.あらあら、もうそんな季節なのね。そういえばアタシの親戚の
大学生の子も気になっている雌鳥にクリスマスのお誘いを断られ、
「ひとりでクリスマスは嫌だー！」と嘆いていたわ。名前は、
とり男っていうの。どこかで会ったら仲良くしてあげてね。
さてさて、「ひとりクリスマスを楽しく」ね……。あなた、
アルバイトはしているの？ ありきたりかもしれないけど、アル
バイトの予定を入れて、「給料を稼いで来月の新年会の費用にす
るぞ！」と気張ってみるのはどうかしら？ それか、一人と言わ
ずクリスマスに予定のない友人とみんなで遊んでみるのはどう？
そういえば、Hijichoという学生メディア団体が冬のイベント
について少しまとめた記事を書いていたわね……。それをチェッ
クするのも良いと思うわ。Hijicho大阪市立大学新聞39号掲載の
「ひーちゃん＆とり男の冬ナビ！」って名前の記事よ！
地球のIWKさんのところにもサンタさんが来ることをアタシは
祈っているわ。ハッピークリスマス。
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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