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グローカルな市大に
〜荒川新学長インタビュー〜
今年の4月から、本学の第12代学長に就任された
荒川哲男氏。学長の市大に対する思いに迫った。

写真＝インタビューに答える荒川学長
（丹下撮影）
——学長に就任されて2ヶ月半が経ちました。今
のお気持ちはいかがですか？
とてもワクワクしています。その背景を前学長と
のつながりと共にお話ししますね。
前学長である西澤氏は、「シンクタンク機能強化、
都市科学分野の教育・研究・社会貢献」「専門性の
高い社会人の育成」「国際力の強化」という「3つ
の重点戦略」を掲げて大学運営をされていました。
私は西澤氏と同じ医学部出身で、お話しをする機
会が多かったこともあり、この重点戦略にとても共
感しました。当時、私は医学研究科長を務めており
（2012年4月～2016年3月）、医学研究科でもその戦
略に率先して取り組みました。現在は、その戦略を
踏襲してさらに深化させられる立場になったのでワ
クワクしているという次第です。
——「3つの重点戦略」に関する今までの取り組
みついて詳しく教えてください。
医学研究科長時代には、「国際力の強化」という
点に特に力を入れました。具体的には、留学してく
る学生を増やし、多くの海外の大学と提携を結び交
流を盛んにしました。結果として阿倍野キャンパス
が活性化し、国際色豊かになりましたね。市大全体

でもそのようになれば良いなと思っています。
「シンクタンク機能強化、都市科学分野の教育・
研究・社会貢献」という点においては、医学研究科
長の時に「ものづくり医療コンソーシアム」という
非営利の一般財団法人を設立しました。医療のニー
ズと中小企業の匠の技を「融合」させることによっ
て、医療のさらなる発展を目的としています。また、
大阪に多く存在する中小企業がこの取り組みで活性
化することによって、大阪の経済発展に寄与するこ
ともできると考えています。理事に、小型人工衛星
「まいど1号」を企画した航空部品製造会社アオキ
の青木豊彦氏がいらっしゃいます。青木氏は私の飲
み友達で、信頼できる人です。有識者として学長特
別顧問になっていただきました。
今年度からは学長として、総合大学という市大の
魅力を活かしつつ、これらの取り組みを推進してい
きたいと思っています。
——学長が掲げられたスローガンについて教えて
ください。
上記の経験を踏まえて、このようなスローガンを
掲げました。それは「笑顔あふれる知と健康のグ
ローカル拠点」です。
「知の拠点」は大学としての当然の役割ですので
改めて言うことはありませんが、そこに「健康」と
いうキーワードを入れていることがポイントです。
市民の健康を増進するために研究を進めていくとい
う意図があります。
「笑顔あふれる」というのは、学生が笑顔になれ
るようなキャンパス作りを目指すということです。
学生が暗い気分では何も生まれませんからね（笑）。
「グローカル」という言葉は「グローバル」と
「ローカル」を掛け合わせた造語です。本学の前身
である大阪商業講習所は、商業の中心地であった大
阪の近代化だけでなく、日本全体の近代化をも目指
していました。「ローカル」から「グローバル」と
いう本学の使命はここから始まったと言っても過言
ではありません。後に大阪商科大学に昇格した際、
当時の大阪市長である関一（せき・はじめ）は「国
立大学のコッピーであってはならぬ」という有名な

つぶやきコーナー、はじめました。>>
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言葉を残しています。本学は「大阪」という地域に
根ざしたものであり、かつ世界につながるものを生
み出す、という国立大学にはないミッションがある
ということをこの言葉は端的に表していると思って
います。
——そのスローガンを達成するための具体的構想
を教えてください。
「健康」を増進するために重要なスポーツ分野に
おいても連携を取ることにしました。そこで、前バ
レーボール全日本女子チーム監督で、現在は一般社
団法人「アスリートネットワーク」の理事長を務め
られている柳本晶一氏に学長特別顧問になって頂き
ました。前述の青木氏と私を含めた3人で、それぞ
れの特徴を活かしつつ連携を取りたいと考えていま
す。
——学長のお考えになるグローバル人材とは？
私が考えるグローバル人材は、世界の人から信頼
される人物です。英語が上手かどうかはまた別の問
題です。私の好きな歌に河島英五さんの「時代おく
れ」があります。そこに「あれこれ仕事もあるくせ
に 自分のことは後にする」という歌詞が出てきま
す。曲名は「時代おくれ」ですが、この姿勢は今の
グローバル人材に通ずるところがあると思っていま
す。

——学長がアメリカのカリフォルニア大学に留学
されていた時のエピソードをお聞かせください。
英語につまずきましたね。専門的な単語を使うコ
ミュニケーションは容易でしたが、普段の会話に苦
労しました。現地の習慣がわからなかったんです。
現地のスーパーのレジで、店員さんに「Paper or
plastic?（紙袋ですか、ビニール袋ですか？）」と聞
かれました。何のことかわからず「Pardon.（すみま
せん）」と返すと途端に私への扱いがひどくなりま
した。この時は傷つきましたね（笑）。
研究には打ち込むことができました。そして、研
究生活を通じて信頼できる多くの仲間ができました。
彼らは私にとってかけがえのない財産です。
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すね。しかし、私の人生経験から断言できますが、
大学の価値は絶対に偏差値で決まらないということ
です。
私は医学部出身ですので、医学部を例に挙げるこ
とにしましょう。現在、地方で医師不足が問題に
なっています。その対策として、地方の大学を中心
に「地域枠」という枠を設けています。これは、卒
業後もその地域で医師として働く意欲のある人を募
集するものです。入学時は地域枠合格者の方が、一
般枠合格者よりも偏差値が低いです。しかし、スト
レート卒業率（留年していない）、国家試験合格率
は共に地域枠合格者の方が高いのです。つまり何が
言いたいのかというと、将来の目標が明確な地域枠
合格者の方がモチベーションが高く、入学後、学力
が伸びているということです。別の見方をすると、
入学時の偏差値は何の指標にもならないのです。
私が市大生に言いたいことは「在学中、いかにモ
チベーションを高く保つことができるかが、将来の
進路を決める」ということです。OB・OGには優れ
た方がたくさんいらっしゃいます。市大生としての
誇りを持ってください。
私の座右の銘は「人間万事塞翁が馬」です。生き
ていると、いろいろつらいことが起こります。しか
し、下を向いているとチャンスが上を通り過ぎてし
まうと私は解釈しています。人生は何が起こるかわ
かりません。すぐに前向きな気持ちを持つことで、
次のチャンスを掴むことができると思っています。

【From editors】
実際にお話を伺ってみて、学長はとても気さく
な方であるということを実感した。学長の広い人
脈をとても魅力的に感じた。筆者も広い人脈を築
けるように能力を高めていきたい。今後、本学を
どのように導かれるのか、学長の手腕に注目だ。
（山原）
前出の「時代おくれ」に「人の心を見つめつづ
ける 時代おくれの男になりたい」という歌詞が
出てくる。学長はFacebookを使った情報発信に熱
心だ。その点で、「時代遅れの男」ではないだろ
う。けれども、いつまでも「人の心を見つめつづ
ける学長」であってほしい。（丹下）

——学長の座右の銘と市大生に一言お願いします。
私がとても残念だなと思っていることが1つあり
ます。それは、市大に入学してきた人の3割ほどが
文責
「不本意入学」と感じているいうことです。要する
山原怜太朗、丹下舜平（いずれもHijicho）
にレベルを下げて仕方なく市大に来たということで
7月24日は親子の日。親子水入らずの時間を過ごしたいですね。（丹）
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ひーちゃん＆とり男と考える。「ネット依存」編
人間の成長で一番大事な時期を失ってしまう依存症がある。インターネット依存症（ネット依存）だ。近
年、危険性が指摘される「ネット依存」について “ひーちゃん＆とり男” と考えてみる。
ひーちゃん（ひ）……理学部2回生。高校の時、保健の授業でネット依存の特集番組を見て以来、ネット
依存に関心を持っている。
とり男（と）…………経済学部2回生。単位を落としそうな授業が三つ。スマホゲームが大好きで、いつ
も片手にはスマホを握っている。
と ひーちゃん、俺いま「Battleship Hijicho」って
いうスマホゲームにハマってるんだ。
ひ 知ってるわ、100万ダウンロードを達成した
ゲームでしょ。オンライン対戦でコインを集めるの
よね？
と そうそう。対戦に熱中しすぎて、昨夜は寝るの
が深夜1時になっちゃった。そのせいで、今日の1限
の授業に遅刻したんだ。
ひ あらあら、熱中しすぎには気をつけなくっちゃ
ね。最近よくいわれている “ネット依存” って聞
いたことある？
と ネット依存？どんな依存なの？
ひ スマートフォンやオンラインゲーム、SNSに熱
中して学校や会社に行けないなど社会生活に支障を
きたした状態を指すのよ。
と 社会生活に支障をきたすって、具体的には？
ひ 学生の場合、「欠席が増える」「留年する」
「退学する」ことだよ。
と ヤバい。俺、ネット依存の一歩手前かもしれな
い。
ひ そうね、朝起きられなくなるのはネット依存の
サインの一つよ。また、思春期後の中3から高校生
や大学生が陥りやすいと言われているの。ここに
ネット依存のチェックリストがあるわ。とり男も
やってみようよ！
ネット依存症チェックリスト（スマホ版）
□ 手元にないと不安でちょっとした外出でも忘れると必ず取
りに帰る。
□ ケーブル、バッテリーなど充電ツールを持ち歩いている。
□ フィーチャーフォン（ガラケー）に変えるのは絶対無理だ。
□ 時間や場所、場合（TPO、例えば会議や宴会など）をわき
まえずに触ってしまう。
□ 寝るときにスマホは必ず枕元にないと不安だ。
□ 着信を気にしすぎてバイブがなっているような錯覚に陥る
ことがある。
3つ→「注意」、4つ→「今後依存の恐れあり」
5つ以上→「依存の可能性が高い」
（片上先生 提供）

と うわっ、俺、四つも当てはまってる。今後依存
の恐れありかぁ～。ネット依存に陥らないためには
どうすれば良いの？
ひ うーん、インターネットを使わないことは難し
いわね。大切なのは、自分の価値観・達成感をイン
ターネットやゲーム以外から得ることじゃないかし
ら。
と そうか～、もっと部活を頑張ろうかな。
ひ 周りの人にも気をつけてほしいことがあるの。
一緒にゲームをやっている人は、ゲームをやめるこ
とが有効よ。そして友達は、心配してあげることね。
その心配は、メールやSNSで「大丈夫？」って送る
のではなく、直接会って声をかけてあげよう。
と 家族はどう接すれば良いの？
ひ 家族は子に過剰な期待をしないことが大切よ。
父親はわが子に関心を持ってほしいわね。実は、
ネット依存の背景には家族関係のゆがみがあると言
われているの。
と 家族関係のゆがみ？
ひ お父さんが家庭に無関心だと、お母さんが子育
てに不安感を覚えるの。結局、お母さんは自分の価
値観を押し付けて、子はいつも親の意見を鵜呑みに
してしまうの。AC （アダルトチルドレン）（注）
がその典型よ。
と 親がどこまで子に介入するかは難しい問題だね。
ところで最近、スマホゲームのCMが増えている気
がするけど、それもネット依存に関係するのかな？
ひ 関係すると思うわ。お酒やタバコのCMが控え
られる風潮にある中で、ゲームのCMだけが増えて
いる状況はおかしいよね。ゲームのCMでも、依存
症に陥る可能性があることを示すべきだと思うわ。
と ネット依存には個人だけじゃなくて、社会的な
対策も必要になりそうだね。
ひ そうね。とにかく、みんながスマホやパソコン
をいじる手を止めて、「ネット依存ではないか？」

早くも夏バテ気味。トマトと枝豆でビタミン補給！（伸）
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と自問することが大切ね。そして、少しでも「ネッ
ト依存かもしれない」と思ったら医療機関を受診し
てほしいわ。
※この文章は、大阪市立大学医学部医学研究科 片上
素久講師 (神経精神医学) への取材に基づいて構成
しています。なお、ひーちゃんならびにとり男は架
空の人物です。
（注）AC （アダルトチルドレン）……アルコール
依存症の親の元で育ち、幼少期に甚大なストレスを
受けたまま成人した人々のこと。それが、いわゆる
機能不全家族で育ち大人になった人々全般を指すよ
うになった。これは当人の自認であって、医学的診
断名ではない 。
（参考：産経ニュース2015年12月13日
http://www.sankei.com/life/news/151213/lif151213
0012-n3.html 2016年5月29日アクセス）
ネット依存には、どのような治療が行われているの
だろうか？
スマホとうまく付き合っていくために、「軽症者
には害を説明することが有効だ」と片上先生は指摘
する。一方、重症者は医療機関で治療をうけるほか
ないという。大阪市立大学医学部附属病院では、主
に三つの方法で治療を行っている。
① 一対一の診療
ネット依存の重症者には、ゲームの中で達成感を
得るなど、現実逃避の傾向が強い。そこで、一対一
の会話を通して自分が現実逃避に陥っていることを
理解してもらう。具体的には、「スマホゲームとは
別のものを見つけていかないといけないね」などと
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声をかける。この場合、医師の質問に答えがすぐに
返ってくることは少ない。本人のペースに任せ、ど
うやって治せば良いか一緒に考える。診療は通院を
続けてもらうため、短期スパンで行っている。
② グループワーク
ネット依存の者どうし、「こんなひどい目にあっ
た」「こうやってやめたよ」といった体験談や気持
ちを語り合う。これによって、「困っているのは自
分だけではない」というふうに思わせる。
③ 認知行動療法
患者に、ネット依存の害を学んでもらう。
「ネット依存かな？」と思ったら
積極的に医療機関を受診してほしい。大阪市立大学
医学部附属病院を紹介する。
大阪市立大学医学部付属病院 神経精神科
・診療（初診等）のポリシー
主に専門医療を中心とした診療を行っています。
他院に通院中の場合は、原則、紹介状が必要で
す。
・受付場所……神経精神科 （病院3階）
・診察受付……9：00～10：30
・診療時間……9：00～12：00
・ウェブサイト
http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/
departments/11-shinkeiseishinka.shtml
・医局のウェブサイト
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/neuropsy/
文責
丹下舜平 (Hijicho)

×

市大・地域の最新情報をLINEでお届け！
Hijicho公式アカウントでより充実したキャンパスライフを！
お友達追加は右のQRコードから。
または、LINEの検索フォームで@hijichoで検索！
LINE ID : @hijicho
夏、女の子はヒールのある靴を履く季節だけど、無理しちゃダメ絶対！（真）
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市大存亡の危機～無関心ではいられない～ 番外編
新大学名称アンケート結果からみる府市大統合への関心
「市大存亡の危機～無関心ではいられない～」は
大阪府市大統合について様々な視点から切り込んで
いき、学生の皆さんに問題意識を持ってもらうこと
を目的としたコーナーである。

3位は、府大と市大ともに公立であることから大阪
公立大学となった。4位の大阪総合大学は、府市大
統合により学問の幅が広がるからという理由が多く、
他に理由が類似している大学名として文系に強い市
大と理系に強い府大の統合を示唆した大阪文理大学
があった。同じく4位の大阪地域未来大学は、市大
のスローガン「都市で学び夢をつかむ」や杉本キャ
ンパス内にある都市研究プラザや高原記念館にある
地域連携センターなどで市大が地域に根ざした取り
組みを行っていることに着目しているようだ。
以上から府大と一緒にされたくないという闘争心
が垣間見られる一方で、統合後これまでにない規模
の公立大学が大阪に誕生することに大きな期待を抱
く人も多いことが分かる。

大阪府と大阪市でつくる協議組織「副首都推進本
部」は4月19日、大阪市立大と大阪府立大をそれぞ
れ設置している二つの大学法人を2019年までに統合
し、2022年4月を目処に新大学の開設を目指すこと
を確認した。これに伴い、Hijichoは新大学名を予想
する新大学名称アンケートを実施した。2016年5月
23日から6月20日の間、Hijicho大阪市立大学新聞6月
号やHijichoの広報媒体であるTwitter、Facebook、
LINEにてフォーム（https://goo.gl/69Q3Mt）の回
答（複数回答可）を呼びかけた。回答項目は、予想
する新大学名、この大学名にした理由（任意）、所
面白ネタコーナー
属、氏名（ペンネーム可）である。その結果、集
集計をした結果、上位ランキングの他にアイデア
まった合計83件（うち市大生58件、府大生7件、他
あふれる大学名案が数多くあった。そこでHijichoで
大学8件、市大卒業生6件、その他4件）の応募から、 選考を行い、特に優れた三つの大学名案を掲載する。
各人が府市大統合に持つ意識を読み取っていく。

第1位 ディーン大学フジオカ
上位ランキング
多かった回答を集計をした結果、以下の結果と
なった。
第1位 大阪市立大学（6票）
第2位 副首都大学大阪（5票）
第3位 大阪公立大学（4票）
第4位 大阪総合大学（3票）
第4位 大阪地域未来大学（3票）
第4位 都市大学大阪（3票）
1位の大阪市立大学は、市大生からの回答が多
かった。「学力レベルは府大よりも市大のほうが
勝っている」「府大と一緒にされたくない」「大阪
商工会議所の歴史を守るべきだ」という理由がほと
んどだ。市大生としてのプライドを持っている人が
少なからずいることの表れだと言える。2位の副首
都大学大阪や4位の都市大学大阪は、首都大学東京
を踏襲したものと思われる。大阪都市大学と回答し
ている人もおり、大阪を東京に続く都市の代表とな
る大学であることを意識していることが読み取れる。

PN クラッタ
Hijichoからのコメント
市大生は五大像の一件以来、ディーンさんのこ
とが大好きですね。

第2位 次に狙うは大阪大学
PN メイルシュトローム
この大学名にした理由
市大、府大と統合したら次には阪大を狙うのは
当然の帰結。
Hijichoからのコメント
お…大阪大学も吸収ですか？夢は大きいです
ね！

第3位 32年を目処に元に戻りそうだぜ大学
PN

スペキュレイション

この大学名にした理由
統合後の選挙の結果で統合を解消し元に戻りそ
うだから。
Hijichoからのコメント
府大戦復活か！？

もうすぐテストだ…今期は何単位落とすのだろうか…（汰）
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さすが笑いの本場、大阪にある大学。この三つの
他にも思わず笑ってしまうものや皮肉の利いたもの
まで多くの案が応募されていた。
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表れだろうか。他方、大阪市立大学の名前を残すべ
きとの意見や大阪大学と比べて自分たちを卑下する
意見も多く、統合に後ろ向きな姿勢も見受けられる。
学生の意見は様々だ。
今回のアンケートには80通を超える応募があった。
実現に向けて大きく歩を進めだした新大学構想。
このことから市大生が府市大統合による新大学構想
アンケート結果から読み取れるように、大学名一つ
に一定の関心を寄せていることが読み取れる。
でその未来は大きく変貌する。Hijichoは、これから
回答に含まれるワードで集計すると、「公立」が
の市大の動向に一層注目していきたい。
9票で最多。大阪商科大学（市大の前身）の開学に
あたって当時の大阪市長関一が「国立大学のコッ
ピーであってはならぬ」と述べた精神が、統合して
文責
も公立大学として受け継がれてほしい、との思いの
桑原柚、中村伸二（いずれもHijicho）

3年ぶりに市大が総合優勝～第41回府大戦～
第41回大阪市立大学・大阪府立大学総合競技大
会（府大戦）が6月9（土）、10（日）日の両日、
大阪府立大中百舌鳥キャンパスを中心に開催され
た。今年は期間外開催を含め22種目25試合が行わ
れ、市大15勝、府大10勝となり、3年ぶりに市大
が総合優勝した。通算成績は合計41戦中、市大16
勝、府大23勝（1引分、1中止）という結果となっ
た。来年度は市大で開催される。

空手道
日本拳法
軟式テニス（男子）
硬式テニス（男子）
硬式テニス（女子）
アーチェリー
計11戦中

府大の勝利
市大の勝利
市大の勝利
市大の勝利
市大の勝利
市大の勝利
市大9勝、府大2勝

6月15日（日）
期間外開催
ヨット
府大の勝利
ラグビー
府大の勝利
弓道（男子）
市大の勝利
弓道（女子）
市大の勝利
アメリカンフットボール
市大の勝利
剣道（男子）
府大の勝利
剣道（女子）
府大の勝利
水泳
市大の勝利
サッカー
府大の勝利
卓球（男子）
府大の勝利
計10戦中 市大5勝、府大5勝

6月14日（土）
ハンドボール
バドミントン（女子）
バドミントン（男子）
硬式野球
ソフトボール（女子）

市大の勝利
市大の勝利
市大の勝利
市大の勝利
府大の勝利

バスケットボール（男子）
府大の勝利
バスケットボール（女子）
市大の勝利
バレーボール（男子）
府大の勝利
準硬式野球
府大の勝利
計4戦中 市大1勝、府大3勝

総合計
計25戦中

市大15勝、府大10勝

通算成績
大阪市立大学

16勝23敗、1引分、1中止

関連記事
公立大学の威信にかけて ～第40回府大戦～
http://hijicho.com/?p=17057
文責
桑原柚（Hijicho）

せっかちだから、テスト打ち上げが待ち遠しい。（進）
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不審者は神出鬼没！
～人生の思わぬ落とし穴～
大学構内で怪しいと思われる人物から声をかけら
れたり、TwitterやLINEでメッセージを送られる事
例が後をたたない。友達からの誘いを断り切れずに
カルト宗教の集まりに参加していた、あるいはマル
チ商法にはまり、授業を休みがちになっている……
私たち大学生がはまってしまうかもしれない人生の
落とし穴。うっかりはまって自分の人生が台無しに
ならないためにはどうしたらいいのか。学生が巻き
込まれやすい犯罪や学内における不審者について、
学生支援担当係長の古田聖さんにお話を伺った。
——なぜ学生は宗教やマルチ商法に勧誘されやす
いのですか。
大学生は純粋だからです。僕たちの年齢になると、
「そんなおいしい話なんてあるわけない」と直感的
に気づきますが、大学生は人生経験が少なく、怪し
そうな勧誘に対しても疑わないことが多々あります。
——どんな学生が狙われやすいですか。
入学したての新入生は特に狙われやすいです。こ
の前まで高校生だったので、犯罪に対して免疫がな
いからです。1人でいるときに声をかけられたりし
ます。
——どんな手口で勧誘してくるのですか。
あくまでも一例ですが、大学生くらいの若い異性
が新歓を装い、趣味や大学でやりたいこと、将来の
夢などを質問してきます。そのあとにコンサートな
どに誘うなどして連絡先を聞いてきます。聞かれた
新入生は簡単に連絡先を教えてしまう傾向にありま
す。
——学校へ報告された事例はあるのですか。
2014年に8号館で「学生が家庭教師のアルバイト
を斡旋するので、アルバイトをしたい人は連絡先を
書いてください」と用紙に連絡先を書かされること
がありました。その結果、見知らぬメールアドレス
からメールが届くようになりました。大学はアルバ
イトを斡旋した業者に、学生の連絡先をすべて削除
するように求め、最終的に集めた名簿の回収に成功。

電磁データ含めて廃棄するまでに至りました。
また、新興宗教に巻き込まれ、「『出家しなさ
い』と言われている」といった相談もあります。
——もし勧誘されたときはどうすればよいですか。
自分が少しでも怪しいと思ったら、断ったり逃げ
たりしましょう。安易についていくと、連れていか
れた先で複数人に囲まれて、不利益な契約を強要さ
れることもあります。また、すぐに個人情報を教え
ることのないようにしましょう。その後、学生支援
課や関係機関などに通報しましょう。被害者に対し
て親身になって対応します。
——学内に怪しい団体やサークルは存在するので
すか。
かつては怪しいサークルが存在していましたが、
そのようなサークルは教員や職員が解体させてきま
した。そのため、市大の中で行われている怪しい勧
誘は部外者と思われます。「大学に委託されていま
す」と言って声をかける人もいますが、そのように
業者に委託することは決してありません。そもそも、
市大の中で部外者が勧誘すること自体が禁止されて
います。もし見かけたらすぐに学生支援課に通報し
てください。

——市大生に気を付けてほしいことはありますか。
盗難・置き引き等について、市大生は部室やロッ
カーに鍵をかけ忘れたり、財布を机の上に置いたま
ま寝てしまったりという、ケアレスミスがあります。
部室の鍵をかけ忘れたがゆえに学祭の売上金を盗ま
れたり、ロッカーに鍵をかけずに部活に行き、帰っ
てきたら財布が盗られていたなどの事例があります。
また、貴重品は必ず身に着けるようにしましょう。
教室にかばんを置いたままトイレに行っている間に
かばんごと盗まれることがありました。上回生が後
輩に教えてあげることも大切です。
最後に、新興宗教やマルチ商法の勧誘については、
入り口の時点で怪しいと気づき、足を踏み入れない
ことが大切です。私たちはそれを辞めるようにアド
バイスすることはできても、20歳を超えると基本的

もうすぐで夏休み！これをバネに期末テストを乗り切りましょう！（村）
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に自己責任でできるので、辞めることを強要するこ
とはできません。やってしまってからではもう遅い
のです。「おいしい話はない」と心得ておきましょ
う。普通おいしい話があれば自分で独占すると思い
ませんか（笑）？

【From editors】
新入生は大学にも慣れてキャンパスライフを謳歌
している頃だろうか。一方でマンネリ気味の大学生
活に飽き飽きしている上回生もいるだろう。浮かれ
ていて、あるいは退屈な日常を変えるべく、思わぬ

女子学生・女性教職員のための
第 回防犯対策講習会
第3回防犯対策講習会が7月19日（火）、学術総合
情報センター1階の文化交流室で開催される。この
講習会は、女子学生・女性教職員に最新の犯罪状況
を伝え、犯罪から身を守る方法を習得してもらうこ
とを目的としている。寸劇を交えた防犯対策の講義
と、護身術の実技講習が行われる予定だ。参加者に
は防犯グッズがプレゼントされる。
楽しみながら防犯意識を高めることができる、
めったにない良い機会だ。ぜひ参加してほしい。
【第3回防犯対策講習会】
日時：7月19日（火）16時30分～17時30分
場所：学術総合情報センター1階 文化交流室
対象：女子学生および女性教職員
参加費：無料 申し込み不要
参加を希望する方は、直接会場までお越
しください。
主催：学生支援課、
杉本キャンパス防犯等対策会議
協力：住吉警察署生活安全課、
大阪府警生活安全指導班の皆さん
お問合せ：学生支援課
（学生サポートセンター1階）
TEL 06-6605-2103

文責
中村有里（Hijicho）
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ところから湧き出た「おいしい話」にうっかり手を
出してしまった結果、深みにはまってしまうのは
もったいない。家族も含めて不幸になってしまう。
「怪しい人に連絡先を知られてしまった」等、もし
不安なことがあれば、ぜひ学生支援課（学生サポー
トセンター1階）に相談してほしい。きっと親身に
なって聞いてくれるはずだ。（中村）

文責
廣瀬瞭汰、中村有里（いずれもHijicho）

握力何キロ？
生協主催健康フェスタ
6月22日（水）、今年も初夏の健康フェスタに授
業後の市大生が集まった。北食堂の中を取り囲むよ
うに並ぶブースでは、体重に加え脂肪や筋肉量も量
れる体組成計測を始め、握力・肺活量・長座体前屈
といった体力測定やアルコールパッチテストなどで
体の状態を知ることができた。
中でも運営する生協組織部セロリ代表の井上さん
がイチオシのコーナーは、専門家に診断してもらえ
る血流測定だ。採血の瞬間はチクっとするが、プレ
パラートに乗った血液を画面に拡大すると、昨日食
べたラーメンの油や昼のチョコレートの残骸が見え
て面白い。サラサラでまん丸の赤血球がかわいく並
んでいた筆者は「まあ健康」とのこと。胸をなでお
ろした。
他にも生活科学部の学生が今日の昼食が健康かを
判定してくれたり、保健所が手洗い指導を通して鶏
肉の生食を控えるように呼びかけていたりと、面白
い企画が並んでいた。
7月に引退を控える井上さんは、「今までで一番
お客さんが集まるように努力した」「看板を増設し
たりウチワを配って宣伝したのは効果があった」と
イベント成功のために心を砕いた様子が窺えた。
知ってはいたが行きそびれたという人には、初冬
の健康フェスタで握力を測定することをお勧めする。
初対面で「握力何キロ？」「俺○○キロ」とやり取
りをすれば「何聞いてんねん」と思わず笑いながら
ツッコみたくなり、打ち解けられること間違いなし
だ。
文責
竹内勇気（Hijicho）

梅雨入り・明けの確定値って秋に出るんだよ。みんな知ってた？（怜）
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便利な夜行バスを安全に使うには
今年1月、長野県軽井沢市で夜行スキーツアーバス
が転落し、大学生13人を含む15人が死亡、26人が負
傷する事故があったことは、記憶にも新しい。大学
生が旅行や帰省で長距離移動する上で、夜行バスは
安価かつ、睡眠時間を有効に活用できる便利な交通
手段である。しかし、数年に1度、このような痛まし
い事故が起こっているという事実は無視できない。
利用者である我々が、少しでも安全に夜行バスを利
用するためにはどうすればよいのだろうか。

しかしこれは都市間輸送に限る話であり、今年発生
したスキーツアーバス転落事故のようなツアーバスに
関しては、これまでのように旅行会社が下請けのバス
会社に安価で運行を委託することが可能である。また、
旅行会社が新たにバス会社を設立し、それまでと同じ
ように下請けのバス会社に委託して運行するように
なったため、価格競争は依然残っており、いくら国土
交通省の認可があったとしても、利益を追求するため
に安全を犠牲にする会社が現れないとは言い切れない。

事故が起こる構造と安全対策

安全に夜行バスを利用するためにできること

まず、なぜ痛ましい事故が起こっているのか、そ
の理由を考察する。
かつて夜行バスは高速乗合バスと高速ツアーバス
の2種類が存在した。高速路線バスはバス会社が直営
でバスを運行する方式、高速ツアーバスは旅行会社
が企画した都市間移動を目的としたツアーを、下請
けのバス会社が運行する方式だった。やがて高速乗
合バスと高速ツアーバスはシェアを奪い合う関係と
なり、価格競争へと発展していった。しかし、その
際に高速ツアーバスを企画する旅行会社は、少しで
も安い価格で運行できるよう、下請けのバス会社に
採算ラインぎりぎりで運行を委託するようになって
いった。そのあおりを受けたバス会社も、規制緩和
の影響で同業者が急増し、生き残りをかけるために
採算ラインぎりぎりの安い価格でバスを運行しなけ
ればならない状況へと追い詰められていった。その
ような状況が、運転手の過労や日雇い運転手の雇用、
長距離運行にも関わらず交代運転手がいない、点検
が不十分な車の使用など、安全運行を犠牲にする運
びへとなった。2007年には大阪府吹田市でモノレー
ルの橋脚にバスが激突し、運転手1人が死亡する事故
が 、さらに2012年には関越道で高速道路の防音壁に
激突し、乗客7人が死亡する事故が発生している。
このような状況を解決するために、国土交通省は
2013年、高速路線バスと高速ツアーバスを新高速乗
合バスという方式に一体化した。新高速乗合バスと
それまでの高速路線バス、高速ツアーバスと大きく
異なる点は、旅行会社が都市間輸送を目的としたツ
アーを企画できなくなったことと、バスの運行を別
運行会社に委託する際、国土交通省の認可が必要と
なったことである。

上記のような構造にある以上、100％安全なバス会
社など存在するはずがない。そこで、我々利用者が事
故に巻き込まれないためにできることを紹介する。
1. シートベルトを着用しよう。
今年1月に発生したスキーツアーバス転落事故では、
ほとんどの乗客がシートベルトを着用していなかった。
実際、高速道路走行中はシートベルトの着用が道路交
通法で義務付けられているにもかかわらず、シートベ
ルトを着用しない乗客が多く見受けられる。
シートベルトを着用すれば、衝突時に被害を軽減し
たり、車外放出の危険性を低減したりすることができ
る。事故はいつ起きてもおかしくないのだから、夜行
バスに限らず高速道路を走行するバスに乗るときは、
必ずシートベルトを着用しよう。
2. 口コミサイトを利用しよう。
実際にバスを使った感想がまとめられた口コミサイ
トが存在する。実際に口コミサイトを見てみると、
「快適だった」、「運転手の接客が丁寧だった」など
の乗客のメリットとなる情報だけでなく、「運転が荒
かった」、「乗り場がわかりにくかった」などのデメ
リットとなる情報も書き込まれていた。どのバス会社
のバスを利用するか迷った際は、口コミサイトを参考
にしよう。
3. 価格を見て考えよう。
バスの運行には人件費以外にも、燃料費や車両維持
費など、さまざまなコストがかかる。にもかかわらず、
きちんと採算が取れるのか疑わしい価格で運行するバ
ス会社もある。あまりにも安すぎるものは、価格を下
げるために何かが犠牲になっている可能性も否めない。

暑くなってきたのでエイにくるまって眠りたいです。ひんやりしてそう。（行）
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夜行バスの未来
国土交通省やバス製造メーカーも、このような状
況を懸念し、様々な対策を行っている。
メーカーは、障害物を検知すると自動ブレーキを
かけるシステムや、蛇行運転や車線を逸脱したとき
に警告音や警告表示をする装置のついたバスを開発
している。
また国土交通省も、今年1月のスキーツアーバス転
落事故を受けて、軽微な違反でも繰り返した場合や
社会的に影響の大きい死亡事故などを起こした場合
は直ちに事業許可の取り消しや停止できるなど処分

を強化する方向で話を進めている。
夜行バスによる事故がなくなり、少しでも安全で快
適に移動できる未来が来ることを期待したい。

参考文献
高速ツアーバス問題について ―関越道高速ツアーバ
ス事故と高速ツアーバスのあり方の見直し―
http://goo.gl/r3GGDl
文責
廣瀬瞭汰（Hijicho）
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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（ウェブ版なども含む）にて発表いたします。
7月号では、テーマ「夏休み」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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10月号のテーマは『スポーツ』です。みなさまのご応募お待ちしております。
締切は9月20日まで。右上QRコードより専用応募フォームにてご応募ください。
最近さくら通りに植えられたひまわりの成長を見守るのがマイブーム。（柚）
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Global Villageがやってきた
8号館1階のきれいなオフィスに入ったことはある
だろうか。 “Global Village” 「国際」というワード
があまり似合わなかった市大だが、ここは海外の雰
囲気に生身で触れられる施設だ。英語の学習や留学
情報の閲覧等ができ、グローバルな空気が部屋いっ
ぱいに広がるGlobal Village（以下GV）。どんなと
ころなのか、取材してみた。

計がかかっていた。また、PCコーナーでは通常なら
有料のE-Learning教材でTOEICなどの英語学習が無
料でできる。誰しもいつかは必要になるTOEICのス
コアなのだから、市大生だから無料だという特権を
使って学生のうちに英語の勉強を進めておくのも悪
くないだろう。そのほかにも、国際交流イベントを
開きやすいように冷蔵庫や簡易キッチンがついてい
たり、畳コーナー、カップ飲料の自動販売機があっ
たりと便利な物もたくさんあり、市大の中で最も施
設が充実している部屋といっても過言ではない。

写真＝正面入り口 8号館の中でも
ひときわ目立っている（竹内撮影）
8号館のピロティを抜けると右側に見えてくるガ
ラス張りの真新しい部屋がGVだ。床には滑走路が
描かれ、「空港（airport）」をモチーフにしてデザ
インされた室内は「Global」な部屋にぴったりの雰
囲気を醸し出している。
自動ドアを入るとまず目に飛び込んでくるのが海
外のテレビ番組を映すテレビの大画面だ。英語の番
組を字幕なしで理解するのは少しハードルが高いが、
この部屋に入るだけで間違いなく本場の英語に触れ
ることができる。弁当を食べに入るだけで、英語の
シャワーを浴びられるなんて贅沢な空間だ。
入口の端末で学生証をかざして入室すると 、紙ヒ
コーキをイメージした楔形のテーブルが並ぶ交流エ
リアに入る。留学生が集まって雑談をしていたので、
話しかけてみたら、筆者と楽しそうに話してくれた。
彼はアメリカからの留学生で、日本語の勉強が目的
で市大に来たそうだ。
音楽系のクラブに入っている彼が話す後ろの壁に
は、巨大な世界地図に主要都市の標準時を差した時
松竹梅

写真＝留学や海外旅行の情報、英字新聞・雑誌など、
海外の情報がたくさんある（GV提供）

写真＝E-Learningの英語学習が無料でできるPC
コーナー（GV提供）

開設されたばかりのGVで管理の仕事をする国際
センターの大屋絵里佳さんは、「昼ご飯を食べるだ
けでもいいので、ぜひこの部屋に来てほしい！！」
と熱を込めて思いを語ってくださった。自身の留学

寿司屋じゃ凡人

青二才（竹）
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経験を「海外に出て色んな文化や人に触れることで、
視野が大きくなり世界が広がった」と話す大屋さん
は、「だから留学支援を通して、同じ感覚を市大の
学生と分かち合いたい」という思いを持ってこの仕
事をしているという。「留学を一人の視点で考える
のには限界がある」ものだが、相談しに行けば親身
になっていいアドバイスをくださる方なんだろうな
と思った。

第44号

のお祭りで使われるランタンを一緒に作りながら聞
く当日のエピソードから、活気に満ちた夜のイメー
ジを膨らませたり、インドの日なら想像以上に辛い
本場の料理を食べてみて受け入れ難いほどの文化の
違いを感じたりと、市大に居ながらにして海外の現
実も生身で感じられる時間が流れていた。
歌詞の意味はわからないけれど、その国のカラオ
ケを聴けば、きっと忘れられないものを感じて
しまうはずだ。

写真＝GV内でインタビューに答える大屋さん
（丹下舜平撮影）
また、留学関係の仕事だけでなくGV内外でのイ
ベントも企画・運営していて、この4月からすでに
シンガポールやスリランカの学生との交流会や、田
中記念館での文化交流会など、様々な国際交流イベ
ントの開催に関わっている。大阪市立大学のウェブ
サイトによれば、市大には現在329人の留学生が在
学しているという。大学生になったのだから、他の
国の友達がほしいとか、英語を話したいという人は
ぜひ参加してみるといいだろう。
ある講義で教授が、「市大生は能力があっても自
信がないのがもったいない」と言っていた。大屋さ
んもそれと同意見だ。「国際交流への興味を持って
いる人はぜひ一歩を踏み出してほしい」と言う。筆
者もお話を聞いていて、ここに来れば自分だって国
際交流ができるのではないか、ぜひやってみたい。
と思ってしまった。「ここに来たら誰もが積極的に
なれるっていう場にしたい」と話す大屋さんの熱意
に、どうやら飲み込まれてしまったようだ。

今までに行われた主なイベント
4月20日（水） スリランカデー（Sri Lanka Day）
5月20日（金） インドの日（Indian Day）
市大在学中の留学生による各国の食文化や民族舞
踊などを通して交流した。スリランカデーなら現地

写真＝カウンター越しに留学生と会話する
イベントも開ける（竹内撮影）
尚、6月からは昨年までより1日多い、月、水、木
曜日の16：30～17：30に、ネイティブの先生を交え
なが ら 輪 にな っ て 英語 で 会話 を す る English Café
Talk が開かれている。話題は提供されるので、気軽
に立ち寄ることができる。
下記QRコードからその他のイベントを載せたカ
レンダーを閲覧できる。

＜運営時間および期間＞
月曜日～金曜日 9：00～18：00
（利用時間の延長、土・日・祝日の利用も可能。但
し、要申請）
文責
竹内勇気（Hijicho）

Hijicho Blog更新中。URLはこちら！

http://hijicho.com/blog/
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大学内・大学付近の一枚、募集中！

詳細はこちら

第44号
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市大フォト

【募集締切】 2016年9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。
【応募形態】 カラーのみ、モノクロは不可。画像の加工、合成は不可。
使用機材の機種は不問。サイズは14MB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!
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。

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

