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ごだい来た～五代友厚銅像除幕式～
3月19日、五代友厚 (1836-1885) の銅像除幕
式が五代スクエア (注) で行われた。除幕式に
はNHK連続テレビ小説「あさが来た」で五代
友厚役を演じた俳優のディーン・フジオカさん
も駆けつけ、会場は盛り上がりをみせた。式典
で五代像にこめた思いを語った三人の話を紹介
する。
(注) 五代スクエア (仮称) ...... 本館キャンパス
商学部棟と文学部棟の間の整備した広場。中央
に五代友厚像が建っている。
写真＝祝辞を述べる西澤良記・理事長兼学長
(丹下撮影)

写真＝除幕式で挨拶をする児玉隆夫・同窓会長
(丹下撮影)

児玉隆夫・同窓会長は「2年前から商友会の
中で五代像建立の話がもちあがった。諸事を経
て、全学同窓会でやることになった。発足して
4年の全学同窓会で寄付を募って (プロジェク
トを) やるのは初めてだったので、どれだけ卒
業生の協力が得られるかが試された」と話した。
結果は、市大の前身校も含め全学部の卒業生か
ら予想以上の寄付が集まったという。児玉氏は
「五代さんは14歳の時に世界地図を模写し、
いつも眺めていた。今の学生には、書物に親し
むことはもちろん五代さんの志を引き継いで海
外で広く活躍してほしい」と思いを語った。そ
して最後に「銅像の周辺を整備したので多くの
教職員・学生が憩いの場としてくつろぐととも
に、五代さんに親しみ、心に刻みこんでほし
い」と話した。
西澤良記・理事長兼学長は「五代は大阪の産
業・商業の復興に努めた。また商業では人を育
てることが必要であると明治の初期に気付き、
講習所を開いたことに敬意を表するとともに、
先見の明を感じる」と述べた。そして五代スク
エアについては「未来を背負っていく若い人達
が集って、憩ってディスカッションして育って
いくのではと思う」と話した。
リアルタイムな情報とお問い合わせは

写真＝祝辞を述べるディーン・フジオカさん
(市大広報室提供)

「おおきに五代さん。」ディーンさんは感謝
の言葉から祝辞を始めた。そして「朝ドラ撮影
で大阪に住んでいた時には、五代さんの像に何
度も会いに行きました。(市大で) 再び五代さ
んと向き合えるのは感無量です」と喜びを語っ
た。また今朝、インドネシアからの帰国便の中
で近畿地方の地形を見て、「今、五代さんが生
きていたらどんなことを考えているだろうか」
と思いを馳せたエピソードを明らかにした。祝
辞の途中には、しばらく五代像を見つめ「いや
～、すごい偉大な人ですよね」と感慨にひたっ
ていた。最後には、学生に向けて「五代さんの
ようなチャレンジ精神と勇気をもって世の中の
荒波に飛び込み、自らの夢に向かって挑んでほ
しい。五代さんが150年前に伝えようとしてく
れた思いをこの銅像と向き合い、そして感じて、
受け継いでもらえたら」と話した。
文責
丹下舜平 (Hijicho)

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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ギャップ

「飛辞書 ～文理を越えるその言葉～」は、あな
たの学科だけで使われているような特殊な言葉を
取り上げ、分かりやすく説明していくコーナーで
ある。「特定の学問分野だけで使われている言葉
が、その分野を飛び越え、みなさんの知識にな
る」をコンセプトにしている。
第8回目の今回は数学の分野で使われる
「ギャップ」 (gap)という言葉について取り上げ
る。

に辿り着くことが困難になるということである。
文章量が多いと、それらをすべて読むのは面倒で
ある。先ほどの例で、ギャップを埋めて、

――Aさんは自転車で大学まで通っているが、雨
の日には電車で通学する。6月頃は梅雨の時期で
あり梅雨では雨が降る日が多い。雨が降ると電車
で通わなければならないので電車で通う日が多く
なる。そして電車で通うのは交通費がかかる。な
ので毎年6月頃はお金に困る。

ギャップとは？
読者の皆さんは、ギャップと聞くと何を思い浮 と書かれてあったとしよう。どうだろうか。6月
かべるだろうか。おそらく、「想像していたこと 頃は雨が多く降ることは自明であるのだから、交
と実際に見たことの差」を思い浮かべるだろう。 通費がかかることぐらい容易に想像ができる。し
現代では、「見た目は怖そうなのに可愛らしい一 かしギャップをすべて埋めて書き下すと、どうも
面がある」というギャップに好感を感じるなどと 回りくどく、読むのも億劫になる。なので専門書
いうこともあるらしい。明鏡国語辞典を引くと、 内では、その読者が埋めることが可能であるだろ
①「意見・考え方の隔たり」
うと感じられた部分はギャップを作り、文章量を
②「すき間・割れ目」
削減するのだ。2つ目の問題は、ギャップがすべ
とある。今回紹介するギャップは、①ではなく② て埋められていると、「なぜそのようになるの
の意味についてのギャップについてである。
か」といった思考のトレーニングができなくなる
正式な数学の専門用語ではないが、数学者は
ということだ。論理の飛躍があるとそこに疑問を
「論理に飛躍があるとき」それを「ギャップがあ 感じることがあるだろう。そして次に、そのすき
る」という。「論理の飛躍」を「すき間」として 間を埋めようと自分で補おうとする。そういった
捉えるのだ。具体的に次の簡単な例を見てほしい。 行為は、論理的思考能力を養うことにつながるの
だ。数学科のゼミでは、専門書を事前に読んで、
――Aさんは自転車で大学まで通っているが、雨 ゼミの日に黒板を用いて書かれてあった内容を自
の日には電車で通学する。なので毎年6月頃はお 分の言葉で説明するというものが一般的であり、
金に困る。
専門書内のギャップを埋めずに挑むと、指導教官
から「それはなぜそうなるのか」と指摘がある。
ここでは、順接の接続詞「なので」のところに なので準備段階でギャップを埋めることが要され
ギャップがある。「なので」と書かれているから るのだ。そういった準備を通して論理的思考能力
には、必ず理由が書かれていなければならない。 を養っているのである。
そこには「6月頃は梅雨の時期であり、雨が降る
と電車で通わなければならない。だから電車代が
ギャップは数学に関わらず、至る所に内在する。
かさむ。」という説明が要されるのだ。
それは、友人との日常会話においてもいえる。
数学では専門書の中で、命題や定理が書かれて (参考記事：会話の公理 http://hijicho.com/?p=15329)
相手の事をよく知っていたりするとその会話
あり、その証明が書かれているものが多い。この
証明の中で、ギャップが多く見つかる。読者の諸 内のギャップを埋めることは容易であろう。だが、
君も高校までの数学の問題集の解答で、解説が理 話し手として、ギャップを作るのはよろしくない。
解できないといったことはなかっただろうか。そ これを防ぐためにも、準備段階で主張に対する説
ういった解説の中にもギャップは存在しているの 明をしっかり考えなければならない。本を読んだ
だ。では、ギャップを書かずにすべて解説すれば り、人から話を聴いたり、人に説明をする際はこ
良いのではないかと感じられている方もいること のギャップを意識してみてはいかがだろうか。
だろう。これに関して2点問題がある。1つは、専
門書内のギャップをすべて埋めたとき莫大な文章 文責
量になり、その書の中で本当に伝えたかった主張 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 Twitter @hijicho
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2016年度四者協執行部に迫る ！vol.2
2016年度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、学内で唯一大学側との折衝権を
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2016年度四者協執行
部の音楽系サークル協議会委員長 (以下音サ委
員長) と、文化系サークル連合委員長 (以下文サ
委員長) を紹介する。

2016年度音サ委員長 山口恵美さん
(所属：文学部3年・軽音楽部)

― 音サ委員長として今後どのように取り組んでい
きたいですか。
四者協執行部の一員として、大学行事を盛り上
げていきたいと思います。また、大学祭実行委
員会とも積極的に協力していきたいと思ってい
ます。昨年1年間だけ、実行委員会のメンバー
だったのですが、私が思っていた以上に楽しく
活動できました。もっと市大の多くの人に、大
学祭実行委員会について知っていってもらえた
らなと思っています。
― これまでの市大生活で印象的だったことは何で
すか。
やはり大学祭ですね。私は軽音楽部でギターを
弾いているのですが、教室でのライブに出演し
たり、野外ステージのライブを見たりしたこと
が思い出に残っています。また昨年の銀杏祭で
はMONTOBAという企画を担当したのですが、
自分の好きなバンドを呼ばせていただき、とて
も印象に残るものとなりました。
― 市大の好きなところ、こうなったらいいなと思
うところは何ですか。
好きなところは、やるときはやるという学生が
市大には多いということです。
こうなったらいいなと思うところは、自分も含
めなのですが、積極性がある人がもっと増えた
らいいなということです。良くも悪くもまと
まっている感じですね。ふたば祭や銀杏祭にも
積極的に来て欲しいと思います。
― 好きなこと、特技は何ですか。
京都のバンドが特に好きで、ライブによく行き
ます。ライブハウスで生演奏を聴くのは、音源
で聴くのと大違いですね。また、プロのバンド
の方は会場の雰囲気作りもとても上手です。

写真＝山口恵美さん(本人提供)

― 音サ委員長に任命され、どのようなお気持ち
ですか。
私が音サ委員長を務めることは 1年前から決
まっていたので、音サ委員長になったという実
感があまりありません。実際に活動してみて、
わかってくると思います。

リアルタイムな情報とお問い合わせは

― 座右の銘を教えてください。
伊坂幸太郎の小説「重力ピエロ」に出てくる
「本当に深刻なことは陽気に伝えるべきなんだ
よ」というフレーズが気に入っています。重要
なことほど相手を動揺させないようにする心構
え、そして明るくふるまうことが大切だと思い
ます。

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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の地区があることや、野宿している人がいると
いうことを知り、衝撃を受けました。とても興
味が湧いたので、自分の目で確かめてみようと
思いました。実際に行ってみると、暗い雰囲気
を肌で感じました。周りの人々は「危ない」と
いうイメージを持っているかもしれませんが、
そうは思いませんでした。それから、自分に何
か出来ることは無いかと思い、継続的に訪れる
ことにしました。他の団体も西成区で支援活動
をしています。

※HRDPとはHuman Rights & Diversity Projects
～人権と多様性を考える学生企画～の略称で、
『部落問題研究会』と『障害と多様性を考える
会「バタフライ」』と『ジェンダー研究会』の3
つのサークル連合である。

写真＝直野匠さん(本人提供)

― 文サ委員長に任命され、どのようなお気持ち
ですか。
「決まったなぁ」という気持ちです (笑) 前
の文サ委員長である柊さんから、委員長就任を
打診されていました。忙しいことなどを聞いて
いましたが、活動が活発ではないという文サの
現状を変えたいと思い、就任することにしまし
た。
― 文サ委員長として今後どのように取り組んで
いきたいですか。
体育会や音サに比べて、文サは多種多様な部
活・サークルが所属していますが、各団体間の
つながりが弱いという事態を招いています。文
化週間や人権週間の際にコラボなどをして、各
団体間のつながりを創出したいと考えています。
また大学祭がさらに盛り上がるよう努力してい
きたいと思います。
― これまでの市大生活で印象的だったことは何
ですか。
HRDPの活動の一環として、西成区の野宿者
の支援活動をしたことです。具体的な支援活動
は年2回の炊き出しです。自分は大学に入るま
で愛媛県の田舎で育ったため、都会である大阪
に憧れを抱いていました。しかし、大阪に貧困
リアルタイムな情報とお問い合わせは

― 市大の好きなところ、こうなったらいいなと思
うところは何ですか。
好きなところは、学情がすばらしいことです。
また教員と学生の距離が近いと感じます。また、
市大生は全般的に優しくて、マナーを守る印象
です。
こうなったら良いなというところは、市大生
にもっと積極的に行動してほしいということで
す。環境の問題という面もあるとは思いますが、
現状に満足することなく声を上げて欲しいです。
― 好きなこと、特技は何ですか。
好きなことは、旅行です。昨年の春休み、青
春18きっぷで東北まで行きました。時間のある
大学生のうちに、のんびりと旅行してみて欲し
いですね。また昨年の11月にはベトナム研修に
行きました。語学の壁にぶつかりながらも、仲
間と過ごした初めての海外はとても楽しかった
です。
― 座右の銘を教えてください。
座右の銘は「粘り強さは福を呼ぶ」です。大
学受験の時、市大はD判定でした。しかし、本番
まで努力を続けた結果、合格することができま
した。何ごとも最後まであきらめずに粘り続け
ると良いことが起こると実感しました。

文責
山原怜太朗 (Hijicho)

http://hijicho.com または Twitter @hijicho
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豪華客船でオトナな気分を味わおう！
大学生は、成人と未成年が入り混じった大人 町並みなどの風景は絶景であり、穏やかな雰囲
と子どもの間、いわゆるモラトリアムに属して 気に満ちている。
いる。高校時代とは異なり、時間的にも金銭的
にも少し余裕ができ、考え方なども変化し、今
まで以上に背伸びしたくなることもあるだろう。
そこで今回は、ちょっぴりオトナな気分が味わ
える娯楽を紹介しよう。

ミシガンクルーズ＠琵琶湖
ミシガンクルーズとは、琵琶湖南部を周遊す
る、どんな人でも低価格で乗船することが出来
る4階建ての外輪船である。船内ではクルーに
よる演奏会などのイベントが行われており、カ
フェテリア、レストランホール、バーといった
施設も併設されている。また、最上階に設置さ
れている双眼鏡から眺められる比叡山や周辺の

写真＝大津港停船中のミシガン (筆者撮影)

◯通常時刻・料金表(2016/3/13～2017/1/9 , 2017/3/12～3/31)
コース名

MICHIGAN 80

学生料金

2,260円

大津港発

におの港発

柳が崎港発

大津港着

10:00

10:25

11:00

11:20

11:40

12:05

12:40

13:00

13:30

13:55

14:30

14:50

15:10

15:35

16:10

16:30

MICHIGAN 60

1,850円

16:45

17:10

-

17:45

MICHIGAN NIGHT

2,470円

18:30

18:55

-

21:00

大津港発

におの港発

柳が崎港発

大津港着

10:00

10:25

11:00

11:20

11:40

12:05

12:40

13:00

13:30

13:55

14:30

14:50

15:10

15:35

16:10

16:30

◯冬期時刻・料金表(2017/1/10～3/10)
コース名

MICHIGAN 80
※

学生料金

1,850円

MICHIGAN 60※

1,850円

16:45

17:10

-

17:45

MICHIGAN NIGHT※

2,470円

18:30

18:55

-

21:00

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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※「MICHIGAN 80」15:10大津港発の便、及び
「MICHIGAN 60」「MICHIGAN NIGHT」は
冬期は運休。ただし、40人以上の団体予約のみ
運航。
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秋になるとユリカモメが現れ、船と一緒に旅を
することもある。運が良いときは、甲板にとま
ることもある。また、この周辺には三井寺や近
江神宮などいくつかの観光名所も存在し 、ク
ルージングに併せて訪れるのも楽しみ方のひと
つだろう。
普段とは違った非日常を味わいたいという読
者には、ぜひこのクルージングをお勧めしたい。

〇コースと料金
ミシガンクルーズには「MICHIGAN80 (ミシ
ガンエイティー) 」「MICHIGAN60 (ミシガン
シックスティー) 」「MICHIGAN NIGHT (ミシ
ガンナイト) 」の3つのコースがあり、それぞれ、 参考URL
「80分」「60分」「150分」かけて琵琶湖南部を 琵琶湖汽船公式ホームページ
周遊する。乗船は、「大津港」「におの浜観光 http://www.biwakokisen.co.jp/index.html
港」「柳が崎湖畔公園港」からでき、それぞれ
の港で下船することも可能だ。また、学生なら 文責
ば学割が使える点が魅力の一つとも言えるだろ 大司雄大 (Hijicho)
う。左に、コースとそれぞれの料金体制 (学生料
金のみ) についてまとめる。

マダム鳥子の

うるさいわね！

～今日も悩める雛鳥たちから～
読者の方からのお悩みにマダム鳥子 (ちょうこ) が
お答えします。鳥子は鳥なので皆様のお悩みを解決
できるか分かりませんが、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。

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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平成28年度学部入試前期日程の合格者発表が3
月10日午前11時、全学共通教育棟 (8号館) ピロ
ティで行われた。当日は緊張の面持ちで発表を
待つ受験生と、合格者を祝うため詰めかけた在
学生などでにぎわっていた。合格者の受験番号
が掲示されると、合格者は歓喜の声をあげ、在
学生が胴上げをするなど一気にお祝いムードと
なった。

第41号

2016年4月2日

医学部看護学科合格 女性
合格を知った今の感想を教えてください。
― とりあえず、嬉しいです。
合格の喜びは誰に伝えたいですか。
― お母さんとお父さんに伝えたいです。
大学でしたいことはありますか。
― 今年一年でできなかったことを全部やりたい
です！

理学部化学科合格 男性
合格を知った今の感想を教えてください。
― 嬉しいです！
合格の喜びは誰に伝えたいですか。
― 両親と友達に伝えたいです。
大学でしたいことはありますか。
― 受かるとはあまり思っていなかったので、や
りたいことはこれから考えたいです。

理学部化学科合格 女性
写真＝発表を待つ人々 (大塚成美撮影)

法学部合格 男性
合格を知った今の感想を教えてください。
― 実感がわかないので何とも言えない気持
ちです。私立を受けていなかったので本当に
嬉しいです。
合格の喜びは誰に伝えたいですか。
― 違う大学を受けた友達と見に来て、もう
伝えました。
大学でしたいことはありますか。
― とりあえず遊びたいです！

合格を知った今の感想を教えてください。
― ずっと目指していた大学なので、合格してよ
かったです。
合格の喜びは誰に伝えたいですか。
― お母さんに伝えたいです。
大学でしたいことはありますか。
― 部活など、いろいろ見に行って決めたいです。
長きに渡る受験勉強を経て合格を掴み取った
合格者の表情は晴れやかで 、これから始まる
キャンパスライフに胸を躍らせていた。
文責
中村有里 (Hijicho)

Hijicho
大阪市立大学新聞 Hijicho では共に情報を発信し、市大を熱くする仲間を募集しています。
上回生も大歓迎!
活動内容:新聞制作、取材活動、WebやSNSによる情報発信、イベント企画、BOX管理etc....
活動場所:学内外を問わず幅広く
活動日:週に一度の編集会議＋取材・記事執筆活動 ※兼部も可能
連絡先:中村有里（新歓担当） Mail:hijicho@gmail.com
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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第41号

2016年4月2日

市
金
賞大
川
柳

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。
4月号では、テーマ「桜」に合わせ多くの作品をご応募いただきました。
ありがとうございました。
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作品応募はこちらから

5月号のテーマは『母』です。みなさまの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内容であること
・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。
【募集締切】 ５月号分（テーマ『母』） 2016年4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)を明記の上お送りください。
※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。

いつでもどこでも、市大・地域の
最新ニュースが手に入る！
便利な Hijicho Web を活用して
充実したキャンパスライフを！

Hijicho Webは
こちらから！

TwitterやLINEでも市大・地域の最新の情報を発信しています！▶@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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第41号

2016年4月2日

「すなおさ」
「シェスタするねこ」
撮影者：らんぷ
撮影者：しおけん
場所：あびこ観音 場所：たこしゅーの前

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】 2016年4月20日まで
【応募方法】 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。
・応募者本人が撮影し、著作権などすべての権利を有するものに限る。
【応募形態】 ・モノクロ不可、カラーのみ。
・画像の加工、合成波負荷。
・使用機材の機種は不問。
・写真は全部合わせて14MBを上限とする。

新入生特別号 LEMON RICE 学内各所で配布中!
市大の部活・サークル 51団体の紹介やキャンパスマップ、市大周辺のお店
情報など、充実したキャンパスライフを送るために必要な情報が1冊にギュッ
と詰まったフリーペーパーです。ぜひサークル選びにお役立てください。
新メンバー募集中

興味のある方はどなたでも新歓に遊びに来てください!
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