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文系ですが、どのように学部を選べばいいですか？＞＞
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——大学で一番打ち込んでいることは

南方 応援団の活動です。普段「頑張れよ」「う

ん、任せとけ」っていう話をしている体育会の友達

が、応援した試合で勝ってくれるとすごい嬉しくて。

その勝利の快感にヤミツキになってます。「後輩は

先輩を超えて当たり前やから頑張れよ」という先輩

からの言葉に触発されて、下回生時代から同期で話

し合ってきた夢を実行しようと、今は団長として頑

張っています。今のところやってきたことは全部成

功しているんです。

中井 僕はMusic Research Clubという軽音系

サークルでドラムを叩くことや、IT企業のインター

ンで関西の強者たちとアプリのコンペをしたのもそ

うですが、一番はゼミ１です。1・2回生の間全く勉

強してこなかった自分に「大学に入った意味は何ぞ

や」と問い正してみた時、一回は勉強しておかなけ

ればと思って、商学部で一番厳しいと言われるゼミ

に入って今頑張っています。

——どんなことをしているんですか

中井 専門用語で言えばコーポレートガバナンス

について勉強や研究をしているんですが、毎週水曜

日にある発表のためにたくさんの読書をこなしたり

スライドを作るのがすごいしんどくて……。でも最

____________________________________________
１ ゼミナールの略。特定のテーマに沿って教員と学生、

あるいは学生同士が学び合う少人数制授業のこと。

大学ってどんなところ？ そんな疑問を抱く高校生の皆さんに大学生活の魅力を知ってもらうべ
く、座談会を行った。それぞれの分野で活躍する4名の現役市大生が、学部やサークル・部活動の
垣根を越えて、自分の大学生活について語った。

竹内勇気（司会・進行）

理学部物理学科4年生

Hijicho所属

半田高（愛知）

石田梨佳

生活科学部食品栄養科学科3年生

フタマル所属

畝傍高（奈良） 南方徳士

文学部4年生

応援団所属

開智高（和歌山）

竹内遥香

商学部2年生

落語研究会所属

郡山高（奈良）

中井大貴

商学部3年生

Music Research Club所属

大教大附属高天王寺校舎（大阪）



軽い気持ちで法学部に入るのはやめましょう。試験前に「意に反する苦役」の餌食となります。
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近は自分の行動力があるところを生かせてきて楽し

さも見出せるようになってきました。

竹内遥 私はサークルの落語研究会（落研）です。

お笑いは小学生の時に劇場に見に行って以来ずっと

好きで、今は落語の劇場に月2～3回観に行きます。

劇場で発見したのが、「なんでやねん」ってツッコ

むよりも「ホンマですか」って言った方が相手がボ

ケやすい場面があることで、落研で漫才をした時そ

れで笑いが取れたのが嬉しかったです。

石田 私はフタマルという健康や食糧問題に取り

組んでいるサークルでイベントを企画することです。

最近はクリスタ長堀のうどん屋さんで夏のヘルシー

メニューを提案したところで、手間や人件費の縛り

の中でどうやって自分のやりたいレシピを実現する

か考えるところで苦労しました。

——そうした苦労を重ねて嫌になってしまうこと

はなかったんですか

石田 いつもそうなのですが、苦しい時は笑顔で

いるようにしていると乗り越えられるんです。今は

サークルより実は授業やレポートの方が大変で、何

時に終わるかわからない苦しい実験でメンバーの子

を笑わせようって思ってると何とかやり抜けるんで

す。だから周りからはおもしろい人とかウザい人と

か言われていて（笑）。

南方 愛のあるウザいってことやんな？ 一緒に

いて楽しいとか。

石田 そうそう、つまりそういうことです（笑）。



商学部と経済学部の違いは何ですか。＞＞
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——その中でも特に頑張ったことは

竹内遥 1回生の時、落研に入ったことを友達に

言ったら「オチケンって何」って言われたことに衝

撃を受け、今では代表として広報活動に力を入れて

います。まだ発展途上なんですが、ブログを見て連

絡をくれる人がいたり、YouTubeチャンネルにアッ

プした落研の高座を見て新入生が来てくれたりして

成果を感じています。また、去年毎回全力で予習し

た授業がきっかけで商学部の勉強が好きになって、

その知識を活動に落とし込めているんです。おかげ

で落研の強みを生かして弱みを克服しようかとか、

改善点を見つける視点が持てるようになりました。

南方 新歓に懸ける自分の熱い思いを周りに伝え

ながら準備をしたことです。新歓がうまくいってい

る東北大や関大の同期に電話でその秘訣を聞き出し

た上で、団員から集めたアイディア一つ一つについ

て全員で意見をぶつけて磨くことでとてもいい新歓

の案ができました。それで団員の意識が向上して、

去年まで絶対に一人で話しかけなかった子が新入生

にガンガン声かけてる姿を見たときは、涙が出るほ

ど嬉しかったですね。

石田 私はフタマルも含めるとサークルに全部で

四つ入っていて、空きコマがないくらい授業もたく

さんあるんです。高校時代も音楽部（合唱部）と書

道部に入っていて——

竹内遥 畝傍の音楽部って奈良で一番強いんです

よね？

石田 そう。だからみんな余計力が入って練習も

すごく忙しくて。だから集中して勉強する力がつき

ました。それは今も同じで、キツいんですけどやる

ことがたくさんある方がハリが出るんです。

——大学生活で将来に役立っていることは

竹内遥 吉本で芸人をプロデュースする仕事をし

たいと思っているのですが、落研の活動を通して吉

本興業の方と繋がりができたのがよかったです。新

喜劇を観に行って知り合いの方とお会いしたら、楽

屋で好きな芸人さんに会わせてくださってお笑い

ファンとしても純粋に嬉しかったです。

石田 私は食育に関係する仕事をしてみたいので、

学科で管理栄養士の資格を取るための勉強をしてい

ます。

中井 僕はドラムを叩くために大学に行くってい

うくらいドラムが好きで、高校でも軽音系の部活が

なかったから学外でバンドを組んでいたんです。だ

からこんな仕事をしたいというよりも、ずっとドラ

ムをやり続けていたいですね。家を建てたら地下に

ドラムを叩ける部屋を作って演奏したり、定年後は

近所の子供たちに教室を開いたりとか。

南方 応援に行って、「頑張ってきた選手の勝利

の瞬間に心を打たれたことから、人の成長や成功に

関わる仕事がしたい」と就活で話していたら、銀行

に就職することになりました。社長さんに経営の提

案をしていく中で、会社を大きくしたり事業が成功

したりする場面に携われたらいいなと思っています。

——皆さんありがとうございました。

これは座談会のほんの一部。この記事を読んで皆

さんの受験勉強へのモチベーションが高まったなら、

こんなに嬉しいことはない。

文責 大塚成美・竹内勇気（いずれもHijicho）

写真 大塚成美（Hijicho）



商学部は企業の活動、経済学部は社会全体の経済の動向を学びます。
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市大生の生態調査
このコーナーでは、本学の生徒の

一日の生活を下宿生、自宅生という
ジャンルに分けて記述した。

9:00 起床
朝食は食パン。

8:55～10:25 1限 社会思想史
起きたら間に合わなかったので
友人に授業用のプリントを取っ
てもらう。この授業はかなりの
文学部の哲学的な授業で苦手に
している。

10:40～12:10 2限 政治経済学
経済学だが数学は学ばない。
この授業は社会常識のようなも
のを学べるので受講の価値があ
る。受講する。

12:10～13:00 昼休み
サークルの部室でサークルの友
人と昼食を食べる。

13:00～14:30 3限 産業経済論
この授業も友人に授業用のプリ
ントを取ってもらう。

14:45～16:15 4限 農業経済論
この授業は、板書、口述ともに
非常に多く、情報量が多い
ので書き取るのが大変。

17:00～18:00 サークル活動

18:05～ 帰宅・夕食

20:00～24:00 飲食系のアルバイト

25:00 就寝

7:30～ 起床
朝食はごはん派。

8:00～ 通学
電車を2回乗り換えて大学に行
く。遠方から通う学生は結構多
い。

10:40～12:10 2限 センシング工学
授業中に教授が立ち上げた大学
発ベンチャー企業を紹介される。

12:10～13:00 昼休み
2限を受けた部屋にて友人と昼
食を食べる。この日は母特製の
おにぎり。

13:00～14:30 3限 工業数学
出欠は取られないが、内容が複
雑になってきたので出席。

14:45～16:15 4限 通信理論
課題が出た。この先生の課題は
取り掛かりにくいが楽しい。

17:30～ 家庭教師
家と大学の間くらいのところに
ある所にて家庭教師のアルバイ
ト。まかないとしてスイカが出
た。

23:00～ 帰宅・夕食
テレビを見ながら、家でゆっく
りとする。

24:30 就寝

下宿生のAさん（経・2）
通学時間:5分（自転車）

自宅生のBさん（工・3）
通学時間:2時間（電車）

TEL/FAX:06-6772-0908
携帯:090-4289-7735

大学受験 センター試験・２次試験対策
個別・少人数指導

英語は国公立上位校合格の必須条件

〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区
四天王寺1-8-12 創生館ビル4F 

英語専科塾SEA 四天王寺夕陽ケ丘教室

留学経験がある、受験対策に精通した講師が受験対策の指導を行います。

センター試験・２次試験の内容に沿って、個々の塾生のニーズ、個性に
合わせ柔軟なカリキュラムを提供しています。

自習スペースも無料で提供しています。



理学部と工学部の違いは何ですか。＞＞
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これが 年生前期の時間割だ！

月 火 水 木 金

1
College 
EnglishⅠ

ドイツ語
基礎1・2

2
ドイツ語
基礎1・2

College 
EnglishⅡ

経営学

3
心理学への

招待
健康運動
科学

4 会計基礎論 テニス1
プロジェクト
・ゼミナール

5

月 火 水 木 金

1
基礎物理学
Ⅰ‐E

日本国憲法 線形代数Ⅰ

2
物理化学
序論

解析Ⅰ 有機化学Ⅰ
ジョギング
マラソン1

3
College 
EnglishⅠ

基礎化学
実験Ⅰ

ドイツ語
基礎1・2

化学バイオ
概論

情報基礎

4
ドイツ語
基礎1・2

College 
EnglishⅡ

健康運動
化学

5
生物科学
基礎

大阪の地理

月 火 水 木 金

1
中国語
基礎1・2

College 
EnglishⅡ

2
College 
EnglishⅠ

基礎演習
中国語
基礎1・2

日本の企業
障がい者と
人権Ⅰ

3
心理学への

招待
スポーツ
実践科学

中国語
応用ⅠA

4
世界のなかの
日本経済

民法特講
（法学入門）

5
大阪市大で
どう学ぶか

企業と人権

黄＝総合教育科目、緑＝基礎教育科目、赤＝外国語科目、紫＝健康・スポーツ科学科目、青＝専門科目。
カリキュラムは変更されることがある。

面白かった授業は「プロジェクト・ゼミナール」です。
これは商学部の少人数制の専門科目です。どの教授に割
り当てられるかよって学習することは様々です。私の教
授の授業は、小説『武士の家計簿』を会計の目線から細
かく読み解くというものでした。
大変だった授業は「経営学」です。高校時代には聞い

たことのない言葉がたくさん出てくるので、教科書を
使った予習は必須です。
高校までと違った授業は「College English」です。高

校では文法や長文の理解が中心でしたが、リスニング中
心の授業に変わります。授業の進め方や評価の仕方が、
先生によって全く異なっています。こんな自由なところ
にも、大学らしさが感じられます。

面白かった授業は「大阪の地理」です。僕は歴史が好
きなので、マニアックな歴史を学べて幸せでした 。
フィールドワークが3回行われるのですが、その場所や
テーマもまた興味深いものでした（明治時代の大阪城周
辺の水問題など）。
大変だった授業は「有機化学I」です。楽しい授業でし

たが、高校の知識では全くといっていいほど歯が立ちま
せんでした。
高校までと違う点は、欠席できる授業が増えるという

点です。全部出席して単位を落とす人もいれば、ほとん
ど欠席してもレジュメを友達に取ってもらうなどして単
位を取得する人もいます。

面白かった授業は「企業と人権」です。ブラック企業
や女性・障害者の雇用問題について学べたので、ために
なりました。
大変だった授業は「基礎演習」です。私は長い文章を

書くのが苦手なので、書評の課題が苦痛でした。各班が
決めたテーマについての発表もありました。私のクラス
はまだ楽な方で、クラスによっては、隣の席の人を紹介
する「他己紹介」の課題が出されたそうです。
高校までと違う点は、授業の選択肢が多いという点で

す。興味のある授業をチョイスして時間割を組みます。
しかしそれだけでは履修後、苦しい思いをすることにな
りかねません。そこで、先輩のアドバイスを参考にして
「楽単」を履修します。

商学部 Cさん

法学部 Dさん

工学部バイオ工学科 Eさん



理学部は理論を深く学びます。工学部は理論を実社会に役立つように応用します。
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①1年生の時に、「経営学」「会計基礎論」「経済学」を

必修科目として学習します。2年生以降は、各自が興味の

ある授業を履修します。3年生からはゼミに所属し、4年生

で、ゼミでの学習内容をまとめた卒業論文を執筆します。

本学・一橋大・神戸大で構成される三商大が参加する「三

商大ゼミ討論会」に参加するゼミや一般的な講義形式とは

異なる「プロジェクト・ゼミナール」という授業もありますよ。

商学部は経済学部と異なり、大学入学後にほとんど数学

の知識を必要としません。数学が苦手な人にとってはうれ

しいかもしれませんね。

②男女比は3:2ぐらいです。ただクラス制が存在しないの

で、多くの人と仲良くなる機会は意外と少ないです。男女

とも、イケイケな人とおとなしい人がいて、二極化が激し

いです。市大では最もイケイケな人が多い学部でしょう。

経済学部のほうがおとなしい人が多いと思います。

③商学部は市大の看板学部であるため、就職状況は良いで

す。理系と異なり、ほとんどの人が就職します。大学院に

進学する人はほとんどいません。製造業と金融・保険業に

就職する人の割合が高いです。法学部・経済学部と異なり、

公務員になる人は非常に少ないのも特徴です。

①文学部は1年生では学科に所属しません。1年間で様々な

授業やガイダンスを通して、3学科13コースの中から自分

が所属するコースを選びます。2年生からは各コースの専

門授業を中心に履修し、4年生では主に卒業論文の執筆を

します。本学文学部は、文学から言語学、歴史学、社会学、

教育学、心理学など、他大学なら複数学部に分かれるよう

な幅広い分野を扱っているので、同じテーマを教育学的視

点や心理学的視点、歴史学的視点などそれぞれ違う分野か

ら考えることができます。

②男子35%、女子65%ぐらいです。男女間に壁はなく、男

子は少ないですが肩身は狭くありませんよ。キャンプやガ

イダンスなど交流の機会が多いので、たくさんの人と知り

合えます。また、市大文学部には自分の興味を極める人が

多くいます。これまで誰にも共感してもらえなかった趣味

も、文学部ならさらに詳しい人を見つけられるかも！

③文学部は就職難、というイメージに反して就職率はとて

も高いです。安心してくださいね。

職種は多岐にわたりますが、営業職や公務員が主だった

ところです。教員になったり、大学院に進学したりする人

も一定数います。

①物理学を学びます。つまり、「もの」の変化を知りたい

と思ったとき、どう考えたらいいかを学びます。「もの」

は大きさ、硬さ、速さ、温度、数、周りの条件によって、

全く違うアイディアで変化を考えなくてはなりません。そ

のアイディアをまとめたのが力学であり、量子力学である

わけです。そういった○○力学を4年間で約10個学びます。

誤解を恐れずに言えば、○○力学を実験で再現してみると

現実とは一致しないことがあまりにも多くあります。意地

悪なことに先生方はあまりその理由を教えてくれません。

裏を返せば、全員に真剣に学問をさせてくれます。

②宿題はクラスで協力して乗り切ろうという雰囲気があり、

だからこそクラスの仲が深まったり、人間関係ができたり

します。ほとんどが男子ですが、たまに女子もいて、自分

の考えを真剣に正確に相手に伝えようとする人が多いです。

③ほとんどの人が大学院に進み、メーカーの技術職に就く

人と、中学高校の教員になる人が多いです。システム系の

技術職も比較的多く、学部卒業では企業の総合職に就く人

もいます。論理的思考力や、精密な実験をやり遂げる能力

はどこよりも鍛えられる学科なので、企業から高く評価さ

れます。

①工学部電子・物理工学科では、1、2年生では電磁気学や

量子力学、統計力学など基本的な物理学を学び、3年生で

それらの応用の半導体工学や固体物理学などを学びます。

4年生では研究室に配属され、先生方の指導の下で研究を

行い、その内容を卒業論文にまとめます。

②まず、女子は各学年2～3人しかいません。学科内で彼女

を作ることは諦めた方が良いでしょう（笑）。男子は真面

目で眼鏡を掛けた、オタクっぽい人が多いです。毎年クリ

スマスの前になると、悲痛の叫びが聞こえてくるような、

こないような……。でも逆に言えば、ほとんどが男子なの

で、男子校のノリで面白いですよ。女子は、将来稼いでく

れそうで、一途で優しい彼氏をすぐに見つけられるでしょ

う。

③例年90%以上の人が大学院に進学します。大学院前期博

士課程（修士課程）を卒業した人の就職率は100%です。

かつてリーマンショックで世間では就職難になったときで

も、就職活動に苦労する人が少し増えたくらいで、就職率

は100%だったそうです。職種は電機メーカーや電力会社、

電鉄会社などが多いです。学部卒で就職する場合は、文系

の人と同じ就職先（営業など）となることが多いです。

市大には八つの学部が存在します。それぞれの学部でどのよう
なことを学ぶことができるのか、現役市大生に聞いてみました。

商学部

市大生に聞く

あなたの学部は
どんな学部？

（3年生 男性）
文学部

（1年生 男性）

理学部物理学科
（4年生 男性）

工学部電子・物理工学科
（3年生 男性）

Question
①あなたの学部・学科ではどのようなことを学んでいるのですか。
②あなたの学部・学科の雰囲気を教えてください。
③就職のしやすさと、どのような職種の会社に就職する人が多いか
を教えてください。



どんな職種のバイトをする人が多いですか。＞＞
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学術情報総合センター
キャンパス一高い建物。1階には
レストラン「野のはなハウス」が
ある。
>>詳しくは10ページへ！

基礎教育実験棟
理系の授業が開講される建
物。1階の階段教室は巨大で、
受講者数が多い（≒履修希
望者が多い≒楽な）般教が
開講される。教室の後ろの
方では動物観察もできる。

南部ストリート
キャンパス最北部を東西に
走る。名はノーベル物理学
賞を受賞した故・南部陽一
郎博士にちなむ。朝はJR杉
本町駅から来た学生が行列
を作る。

けやき通り
緑豊かな通り。冬はイ
ルミネーションが彩る。
枝ではなく幹を飾り付
けるのが市大流。

全学共通教育棟
通称8号館。語学や般教
の授業が開講される。
Global Villageが2016
年4月、1階に開設され
た。本学学生なら無料で
英語の勉強ができる。

第1学生ホール
北食堂とプチシェリー（売
店）が入った建物。北食堂は
午前8時から営業している。
朝食を作るのが面倒な下宿生
に優しい。昼休みは混雑する。

BOX棟
サークルの部室がある建物。
大学生になったら、サーク
ルに入って一生の友達をつ
くろう（そして代わりに授
業に出席してもらおう）。

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7



五代友厚像
五代は大阪商業講習所（本学の源流）の
創設者。2016年3月の除幕式に、朝ドラ
で五代を演じたディーン・フジオカさん
が来て話題になった。台座正面の「五代
友厚像」の文字は五代本人の筆。大阪市
内5台目の五代像である。

塾講師です。Hijicho部員の約15パーセントが務めています。足を洗った人を含めるともっといます。
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めたせこいあ
北・南食堂の混雑が
苦手な人にお薦め。
名物はレモンライス
（803円）。食べる
と口いっぱいにシイ
タケの香りが広がる。

1号館
文系学部の授業が開講される。1階廊下
に人懐っこい猫・ハナちゃんがよく現れ、
人生に疲れた学生たちを癒す。1934年
建造。2002年登録有形文化財。

学生サポートセンター
困ったときはここに相談しよう。
キャンパスで一番トイレがきれ
い（筆者調べ）。

シェリー
生協の売店。
2階の書籍部
は各種英語試
験・就活対策
の書籍が充実
している。生協の組合員証を提示す
ることで10%割引で本を購入可。

南食堂
2016年3月にリニューアルされ、
座席にゆとりができた。

10

11

トネリコ
南食堂横の休憩室。食堂混雑時
はここで食事ができる。コンセ
ント、Wi-Fi、マージャン使用可。

11

9

12

1413

9
1110

12

13

14



空きコマはどう過ごしますか。＞＞
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近くの高校生が勉強する

場所。平日夕方や休日は、

大学生の姿が消える。

可動式の机・椅子・ホワイトボードなどがある。グループ

ディスカッションやプレゼンの練習にもってこいだ。入っ

て左のところには、隣のマルチメディアカウンターで借り

たAV資料を視聴できるテレビもある。

5階

1階

Macのコンピューターが

120台も設置されている、

林檎信者にはたまらない空

間。プリンターが設置され

ており、A4のレジュメを

印刷できる。コンピュー

ターの動作が重いのが玉に

きず。

5階

夏の学情は蒸し暑いが、こ

の部屋は冷房が入っており、

落ち着いて読書できる。

持ってきたノートパソコン

を充電し、インターネット

に接続できるのもうれしい。

3階

あべのハルカスを望む屋上庭園。中

央の巨大花壇にはスペイン製のお

しゃれな椅子が備え付けられており、

ゆったり読書を楽しめる（小さい虫

に注意）。日焼けしながらティータ

イム、なんてのもいいゾ。

屋上

学術情報総合センターは
地上10階、地下4階建て
の図書館である。ここで
は筆者お薦めの学情のス
ポットを紹介したい。



1号館のハナちゃんの写真を撮ったり、ハナちゃんを触ったりします。（法学部 男性）
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What is “Hijicho”??
大阪市立大学新聞 Hijicho は、2011年に設立された大学・学生・地域の情報を発信する団体です。「つながりの創出に

よる地域活性化」を理念に掲げ、新聞やWeb、SNSを通じた情報発信、イベント企画など様々な活動を行っています。

リーダー：松岡進之介 レイアウト：桑原柚 広告営業：大塚成美、後藤遼、中村伸二、中村有里
現役市大生座談会：大塚成美、竹内勇気 市大生の生態調査：村島健太
これが1年生前期の時間割だ！：松岡進之介 市大生に聞くあなたの学部はどんな学部？：廣瀬瞭汰
キャンパスおすすめスポット：松岡進之介、行田美希 学情大解剖：松岡進之介、行田美希

Who is “Hijicho”?? ―編集後記―

竹内勇気（理・4年）
大学生活って尋常じゃなく面白い。

早くこっち側へ来なよ！

廣瀬瞭汰（工・3年）
Good luck!

中村有里（法・2年）
この冊子が受験生の皆さん
のモチベーションに繋がれ
ば幸いです。ファイト！

行田美希（文・1年）
勉強ももちろん大切です
が、高校生活を全力で楽
しんでくださいね！！

後藤遼（経・2年）
「第一志望はゆずれない」受験
生の皆さん、暑い夏を乗り切っ
て受験を突破してください！

松岡進之介（法・2年）
学内の各所を撮影する時、
不審者と思われそうでび
くびくしていました。

村島健太（工・1年）
特別号プロジェクトの方々、
お疲れ様でした。高校生の方
も受験頑張ってください！

中村伸二（文・1年）
夏の努力は必ず実を結びます。
リフレッシュも大切ですよ！

viva受験生！

桑原柚（工・3年）
レイアウトって難しい。
悔いのない夏に！！大塚成美（法・4年）

高校生の皆さん、勉強頑張って
大学生活を謳歌しましょう！
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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。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。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。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。

2（広告は2分の1）…座談会（大塚、
竹内）


