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本学が2022年、大阪府立大学（以下府大）と統合

2018（平成30）年10月1日

にキャンパス面積も40万平方メートル以上（本学杉

される予定であることは皆さんもご存じだろう。そ

本キャンパスは26万746平方メートル）あり、キャン

んな府大のことをあなたは詳しく知っているだろう

パス内で自転車を使う人も多いです。

か。そこで今回は府大の広報団体である 「Michi

――交通の便はどうなのでしょうか。

Take」さんに府大について様々なお話を伺った。

崎山

中百舌鳥キャンパスの付近にはOsaka

Metro御堂筋線のなかもず駅と南海電気鉄道高野線

Michi Takeメンバー
上村洸瑠 （工学域 電気電子系学類3年）
崎山琴音（現代システム科学域 知識情報システム学
類2年）

の白鷺駅の二駅があります。府大からなかもず駅は
大体徒歩20分、白鷺駅は徒歩10分なのですが、なか

もず駅を使う人が多いんですよね。やっぱり御堂筋
線は便利です（笑）。
上村

白鷺駅は府大より南、和歌山の方が使うと

いうイメージが強いですね。駅から大学が近い市大
さんが羨ましいです。

崎山さん（左）と上村さん（右）＝大阪府立大学中百舌鳥キャンパ
スで9月3日、中村伸二撮影

キャンパスについて

なかもず駅から歩くと中百舌鳥門に辿り着く＝土屋拓海撮影

――府大のキャンパスについて教えてください。
上村

府大には三つのキャンパスがあります。一

つ目は羽曳野キャンパス。医療系の学類である地域
保健学域内の看護学類と総合リハビリテーション学
類はこのキャンパスになりますね。二つ目はりんく
うキャンパス。生命環境科学域の内の一つの学類で
ある獣医学類はこのキャンパスになります。三つ目
は今僕たちがいる中百舌鳥キャンパス。府大内の4つ
の学域（地域保健学域・工学域・生命環境科学域・
現代システム科学域）で他キャンパスに含まれない
学類は全てここになりますね。この中百舌鳥キャン
パスが府大の中で最も大きなキャンパスです。実際

学域と学類について
――先ほどから何度かお話に出てきている学域と
は何なのですか？
上村

他大学でいう学部が学域、学科が学類に相

当します。ただ完全に同じというわけではなく学域、
学類のほうが幅広い内容について学ぶことができる
と聞いています。また、2年生になる際、一部の学域
では学類より更に細かい課程に分かれます。例えば
私の所属している工学域電気電子系学類では4つの課
程に分かれます。

よく考えたらそうめんをあまりたべてません。損した気分。（結）
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――府大はどちらかと言えば理系分野で注目され
ることが多い大学だとお聞きしました。
上村

そうですね。とくに工学域の学生数は多く、

3

――どのような部活やサークルが有名ですか？
上村

鳥人間サークルの「WindMill Club」は有名

ですね。毎年琵琶湖で開催される鳥人間コンテスト

全学生の4割近くになるはずです。工学域に所属して

で過去6度の優勝を飾ったことがあります。あとは

いるのはほとんど男子なので、悲しいことに女子の

様々なボランティア系のエコ活動を行っている「エ

割合が低いんですよね。羽曳野キャンパスでは逆に

コロ助」も有名です。このサークルは「恋と環境に

女子が多いので男女比のキャンパス格差を感じます

優しい」という面白いモットーを持っていて過去に

ね。

環境大臣や堺市長から表彰を受けたこともあります。

――府大の工学域は中期日程のみで募集を行って
いましたよね。
上村

活動人数も府大内のサークルでは一番多いですね。
――府大内のあるあるなんてあったりしますか？

そうなんです。中期日程は全国でも少ない

崎山

これはなかもず駅を利用する学生のみにあ

ので大阪以外の学生数も多いように感じますね。た

てはまることなのですが、なかもず駅って御堂筋線

だ府大の工学域にいる学生は別大学の前期日程で不

の終点なんですよね。なのでなかもず行きの電車が

合格だった人が多いんですよね。そのせいか仮面浪

なかなか来ずに遅刻してしまいそうになるといった

人の方が一定数います。僕の友人もいつの間にか京

ことはたまにありますね。

都大学に合格していまして驚きましたね（笑）。
――崎山さんの学域は他の大学ではあまり聞かな
いような名前ですね。
崎山

上村

大学内に府大池という水質調査や生態調査

にも使われる池があるんです。友達と話していてツ
ッコミなどをするときに「府大池に突っ込むぞ」と

現代システム科学域ですね。コンピュータ

言ったりすることがあります（笑）。

ーのシステムなどをプログラムから支えていこう、
という学域なんです。府大の中でも文理融合が一番
進んでいる学域だと思います。
上村

現代システム科学域のように府大には他で

は珍しい学域学類が多いように感じますね。

大学生活について
――学外ではどのような場所で遊ぶことが多いで
ツッコミにも使われる府大池＝中村伸二撮影

すか？
上村

僕個人であれば難波周辺が多いですね。御

堂筋線を利用すると他にも梅田や天王寺に行くこと
ができるのでそこで遊ぶ人が多いように感じます。
――昼食などはどこで取られることが多いです

――他の大学とのつながりはありますか？
上村

まずは市大さんですね。市大戦（本学で言

う府大戦）やミス＆ミスターあべのコンテストなど
のつながりがありますね。もう一つは首都大学東京

か？
上村

市大と統合について

食堂が多いですね。学内には大きい食堂が

一つ、中規模の食堂が二つあるので席に困ることは
少ないです。学外であればやはりラーメンですね。
府大周辺はかなりラーメン屋が多いんです。なかも
ず駅からキャンパスに来る間に三つほどラーメン屋
が見れるほど多いです。

さんです。こちらも市大戦のように毎年春に試合や
合同練習などを行うのですが、その日は休校になる
ほど強いつながりを持っています。
――市大に対してどのようなイメージがあります
か？
崎山

学生自体がキラキラしている、というイメ

ージを持っています（笑）。府大よりも女子が多く、

いつまでも般教が完結しない!!（土）
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男女比が1:1に近いことが理由だと思います。あと同

崎山
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もし本当に森ノ宮のキャンパスができれば

じ高校から市大にいった友人らは皆キラキラしてい

かなり交通の便も良くなりそうですよね。これまで

たというのもあると思います。もし合併したなら女

とは違って大阪の中心にキャンパスを作ってくれる

子が増えるのでそういう意味ではかなり楽しみです

のも嬉しいです。こうしてくれることで大学自体の

ね。

知名度も上がりそうですよね。

――そう考えると合併後の楽しみなことも多いで
すね。
上村

――今からでも合併時のことを考えておくべきで
しょうね。

そうですよね。公開されている情報が少な

上村

そうですね。ただ現在の多くの在学生にと

く判断ができないというのはありますが楽しみなこ

っては合併は卒業後になるので興味が薄くなりがち

とも多いです。大学の規模も単純計算でも1.5万人を

です。今後の後輩たちのためにもさらに交流をして

超えますし、現存のサークルや部活に新しい結びつ

いきたいですね。様々な問題もあるでしょうが合併

きができ、新入部員も増えたりしそうですね。ニュ

が楽しみです。

ースで報じられたように森ノ宮のキャンパスも追加
された場合、キャンパス数が六つになり学園祭もさ

文責

らに盛り上がりそうですね。

土屋拓海（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.15

あらあら、寝言は寝て言いなさい。まったくもう。じゃあ質問に質問で返すようで悪いけど、あなた
一体何のために大学に入学したのかしら。もしかして寝るため？ 遊ぶため？ 違うわよね、勉強する
ためよね。甘ったれるのもいい加減になさい。……まあでも狂ってしまったものはどうしようもないわ。
頑張って元の生活リズムに戻すしかないわね。

ところであなたが聞きたいのは1限に間に合う早起きのアドバイス、だったかしら。そうねぇ、心持
ちを変えたら自然と早起きできるんじゃないかしら。きっとあなたは朝起きるたびこう思ってるはずよ。
「まあ、いっか」ってね！ 何回か遅刻、欠席しても大丈夫だとか、別に落としてもいい授業だとか考
えてるんでしょ？ そんな根性してるから朝起きれないんじゃないかしら。絶対授業を受けるという強
い意志があれば、寝坊なんてきっとしなくなるわ。屈強な心を持ちなさい。今まで色んな困難を乗り越
えてきたあなたならきっとできるわ。
次からはリズムが崩れないように気を付けることよ。いいわね。今度また寝ぼけたこと言ったら承知
しないわよ！

文責
マダム鳥子（Hijicho）

今年の夏はちびっこにブクブクパーさせてました。（濱）
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9月4日、近畿地方に上陸した台風21号の影響で、
本学においても樹木が折れるなどの被害が生じた。
大部分はすでに撤去されたが、折れた木や曲がった
看板などが残されたままの場所も一部あるため、引
き続き注意が必要となっている。
また学生支援課は課外活動団体を対象に、部室や
備品等に被害が出ていないか調査を行っている。

台風一過の旧教養地区＝9月5日、中村伸二撮影

学情前の信号機が曲がった＝中村伸二撮影

南部ストリートは倒木により封鎖＝中村伸二撮影

商学部棟裏の通路＝中村伸二撮影

文責
中村伸二(Hijicho)

やらなければならないことがある日ほど何もしない。哲学。（平）
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市大硬式野球部対阪神タイガース（ファーム）の
試合が8月12日、鳴尾浜球場（兵庫県西宮市）で行わ
れた。市大は2-14と敗戦したもののプロを相手に健
闘した。

市大ナインに指示を出す板野主将＝丹下舜平撮影

試合後、板野主将は「プロのレベルを目の前で体
感させてもらうことができ、本当に貴重な時間でし
一回表、先制適時打を放った北村＝鳴尾浜球場で8月12日、丹下舜
平撮影

た。しかし、我々チームは一人一人がプロを本気で
目指して日々取り組んでいます。このギャップ（プ

市大は一回、先頭打者の福永が出塁しその後盗塁
を決めた。続く北村がレフト前に適時打を放ち先制
に成功した。その後阪神の髙山、江越に本塁打を許

ロとの力の差）をどう埋めていけば良いか各自が考
え直し、より一層真剣に練習に打ち込んでいきま
す」と話した。

すなど投手陣が打ち込まれたが七回にはショート橋
中が難しい打球を処理し場内が沸いた。

文責
福田夏実、後藤遼、丹下舜平（いずれもHijicho）

スポーツ部は、
取材団体を
募集しています。

市大で活躍する運動系サークルの雄姿を
より多くの人にお届けしたい……
そんな想いで活動しているのが私たち、
Hijichoスポーツ部です。
あなたのスポーツへの熱意、
広報を通して伝えてみませんか？
試合や練習の取材をさせてくださる
団体を募集中です。
ご連絡お待ちしております！
連絡先

hijicho@gmail.com

初の成績発表でした。渾身のノーコメント。（涼）
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就職活動を終え、民間企業から内定を得た19年卒の市
大生の体験談を紹介する。本記事を通じて就職活動へ
の不安解消やモチベーションの向上につながることを
願う。なお、この記事は数ある市大生の一例を紹介し
ているに過ぎないことを注意してほしい。

座談会参加者一覧

――いつから就職活動を始めましたか。
A 3回生の11月からですね。体育会に所属しており
部活動が忙しく、なかなかすぐには就職活動を始める
ことができませんでした。本格的に始めたのは毎年本
学で開催される21世紀セミナーからです。
B 僕も21世紀セミナーから本格的に始めました。3
回生の春から始めようと思っていたのですがなかなか
やる気が起きず、結局11月から慌てて準備し始めまし
た。
C 僕は元々は公務員だけ受けるつもりでした。で
すから当初は民間企業を受けるつもりはありませんで
した。ですが、公務員試験にすべて落ちてしまった場
合を考えてすべり止めとして民間企業を受けようと思
い、3月から始めました。
D 僕も最初は公務員志望でした。民間企業を見始
めたのはサークル活動がひと段落着いた11月からで、
お二方と同じように21世紀セミナーからです。
――インターンシップには参加しましたか。またそ
の後の就職活動に何か影響がありましたか。
B 3月の就職活動解禁後に1社から早期選考してい
ただき無事内定をいただきましたが、その企業のイン
ターンシップは1週間の実務体験があり、実際の営業活
動に同行させてもらえました。そこでの経験のおかげ
で働くことへのモチベーション向上やその企業への志

望度が上がりました。また、インターンシップで知り
合った学生と仲良くなって情報交換できたのもよかっ
たです。今でもたまに一緒に飲みに行きます。
C

先述のように民間企業を見始めたのが3月からと

いうこともあり、民間企業のインターンシップには参
加していません。県庁のインターンシップには参加し
ました。ですが、インターンシップに参加していなく
ても内定はもらえるので、参加していないことにそれ
ほど悲観的になる必要はないと思います。
――自己分析は行いましたか。
B

自己分析用の本を買って一応はしましたね。正

直自己分析を行うことに意味があったかどうかわかり
ません。ですが、そういう形で自分自身のことを客観

的に見ることは新鮮でした。
D

僕もほとんどやっていません。自分の長所をPR

するのが苦手で面接終わりに面接官からフィードバッ
クをもらうこともありました。あとは説明会に参加す
ることで自分のしたいことをぼんやりとですが考えて
いました。

何にも勝てません（伸）
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――どのような業界を受けましたか。
A

メーカー中心に色々受けました。その中で自

分と合う業界や企業を面接を通じて理解していきま

2018（平成30）年10月1日

――困ったこと、しておけばよかったことはあり
ますか。
A

もっとSPIの勉強をしておけばよかったです。

した。母数を増やしてその中から絞っていって残っ

正直最初は簡単だろうと高をくくっていましたが案

たのが化学メーカーでした。

外難しかったです。難波まで何回も試験を受けに行

B

BtoB中心のメーカーを受けていました。金融

くのは億劫でした。また、一日に何社も説明会に参

や商社は何となく自分には合わないかなと思い、避

加しないといけないことがあったので、説明会と説

けていました。派手なことはしていないけど地味な

明会の間の時間をもっと有効活用できたらよかった

がら堅実に事業展開しているところに魅力を感じま

と思います。

した。
C

B

先述のようにエントリーシートの定型文をも

地元の企業を見ていました。その中でも安定

っと早くに作っておけばよかったと思います。3月1

していて倒産の恐れがあまりないインフラや金融を

日から説明会の予約ができるのですが、人気の企業

見ていました。また、実家が農家なので全国展開し

はその日のうちに締め切られてしまいます。実際に

ている農業系の企業も視野に入れていました。

説明会に参加できずエントリーシートを提出したも

D 合同説明会で業界ごとの雰囲気をみるところ

のの落ちた企業があったので、徹夜してでも3月1日

から始めました。そのあとは人事や同期の人柄を見

中に人気の企業はエントリーを済ませておくべきで

ていくなかで金融に絞っていくことになりました。

した。

――エントリーシートを記入するなかで感じた事
があれば教えてください。
A

D

受けた会社が少なかったので不安になる時期

はありました。ある程度は社数を受けたほうがいい

エントリーシートに関しては学生時代頑張っ

ですね、もしものことを考えたら。親やリクルータ

たことを事前に8パターン作っていたのでスムーズに

ーなど信頼できる相手を見つけて定期的に相談でき

書くことができました。ですが、志望動機はエント

る方がいいです。

リー数が多かったこともあり、苦労しました。
B

エントリーシートを書くのは大変ということ

を先輩から聞いて早めに提出したので正直苦労しま

――OB訪問しましたか。
一同
C

してないです（笑）。

就職支援室に行ってOB訪問をお願いしたので

せんでした。ですが、学生時代頑張ったことはどの

すが、その企業にOBがいないと言われました。リク

会社でも確実に聞かれるので3月以前に考えておけば

ルーター面談は昼食を取りながら行いました。複数

よかったと思います。

回リクルーター面談を行う企業では同じ質問を年次

――内定は何社もらいましたか。また決めたきっ
かけは何ですか。
A

の違う社員さんに質問できるのがよかったです。
――グループディスカッションは何を心がけまし

3社いただきました。1社は4月の中旬にいただ

けました。その会社は少し体育会気質が強くて少し

たか。
C

論理的に会話することで意見が活発化してい

違うなと思いました。残りの2社でかなり悩みました。

くと思ったので、自分の意見を述べるだけでなく、

最終的に企業を決めたきっかけは同期の人柄や事業

相手の意見にコメントすることを心がけました。

領域の広さです。内定辞退の電話をすることが就職
活動で一番しんどかったです。
C

D

僕も自分の役割を明確するように心がけまし

た。最初のグループディスカッションでは他の人が

内定は3社いただけました。先のことはわから

発言しなかったので全部で自分がしてしまいました。

ないご時世ですから将来性のある事業領域が決め手

その結果、議論も進まず落ちてしまいました。それ

になりました。

からは自分の役割を明確にして、他の人の意見

あっという間に2ヶ月終わりました。（福）
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にコメントしたりしていました。
――集団面接では何を心がけましたか。
C

僕は集団面接では同じグループの就活生と比

9

ましたが、その時期から就職活動を始めてもそれほ
ど遅れているという感覚はありませんでした。
――公務員と民間企業の就職活動の両立は可能で

較されていると思うので、他の就活生にはないよう

すか。

なことをアピールするように心がけました。法学部

C

結果からいうと両立はできました。でも、プ

なので卒論を書く必要はないけれど、ゼミで自主的

ロセスを考えると両立は厳しいです。4回生の3月〜4

に卒論を書いていることを言っていました。

月は説明会が入ってしまうので勉強はほとんどでき

B

僕は逆に集団では自分をアピールする時間が

ませんでした。仮に両立するにしてもエントリー数

少ないので、とにかく変なことを言わないように気

を絞るか、3回生のうちから計画的に公務員試験の勉

をつけました。自分の個性をアピールする場所は個

強を進めておく必要があります。どっちつかずはや

別面接だと思っていましたから。

めておいたほうがいいです。

――個人面接は何を心がけましたか。
A

どれだけ志望度が高いかをアピールすること

です。志望度を聞かれた時もちゃんと第1志望と述べ

用語解説

ました。どこの最終面接も第1志望って言いましたけ
どね（笑）。そのうえで何故第1志望なのかを論理的

21世紀セミナー

に説明できることが大事でした。そのためにも同業

講演会。毎年学内で12月から1月にかけて開催され

他社と比べてどれだけその会社が優れているかをち

る。

企業の社員、官公庁の職員による

ゃんと調べておく必要がありました。
D

相手との会話を大事にしました。答えにくい

質問にもちゃんと正直に少し考える時間をください

BtoB

Business to Businessの略。取引相手が一

般消費者ではなく企業であること。

と言いました。下手に嘘をつくとすぐにばれると思
います。誠実さが大事ですね。
――勤務地についてはどう思いますか。
A

全国転勤に抵抗はないです。何年かに一度の

ペースで新しい職場になることは新鮮で楽しそうで

文責
後藤遼（Hijicho）

す。海外も今のところ語学力に少し不安はあります
が抵抗はないです。
D

独身のうちは全国転勤でいいですが、家族が

できたら関西がいいです。
――どうしてDさんは理系から文系就職をしたの

ですか。
D

大学で専攻している建築を仕事にするつもり

はなかったからです。建築はどちらかと言えばモノ
と向き合うことが多く、私は人と向き合う仕事がし
たかったので銀行に就職しました。理系で文系就職
することは全然不利ではありません。前向きな志望
動機があれば面接でも正直に言っても大丈夫でした。
文系就職することは3回生の1月ぐらいから考え

夏はずっと映画観てました。プライムビデオ最高。（橋）
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あなたは大阪市立大学附属植物園を訪れたことは
あるだろうか？

存在は知っていても、実際足を運

んだことがある人は少ないだろう。今回は職員の方
に伺った話をもとに、この植物園の魅力を紹介する。

植物園は京阪電鉄交野線の終点、私市駅から徒歩

で約6分の所にある。一見小ぶりな山のように見える
が、甲子園球場約6個分の広さがあり、自然の起伏を
そのまま利用したまさに森の植物園である。

植物園の風景＝2017年11月18日、土屋拓海撮影

また、植物園の魅力の一つとしてイベントの多さ
も挙げられる。園内で描いた絵を展示する絵画展、2
月の梅や4月の桜観察会、子供向けのセミナーなどと
いった面白いイベントが毎月開催されている。職員
の方のおすすめはメタセコイアの夜のライトアップ

と春のタンポポや桜であり、春は一面のタンポポ畑
で遊ぶ園児の姿がとてもかわいらしいと笑顔で語っ
植物園の外見＝2018年9月12日、大平有里子撮影

た。また、職員の方は市大生が植物園を訪れること
はめったにないことに触れ、「学校の先生方も、学

この広大な敷地の中には、日本産の樹木のおおよ
そ四分の三の種類が植えられており、これだけの種

生の方にもぜひ附属植物園を利用してもらいた
い。」と語った。

類の樹木を同じ敷地内で観察することが出来る場所
は、日本全国でも珍しいという。筆者が植物園を訪
れたのは秋の平日であったので、紅葉を見に来た大

人の来園者が見受けられたが、植物園の来園者の半
分以上は幼稚園や小学校の遠足で訪れた子供たちが
占めており、高校生以上60歳未満の割合はとても少
ないという。60歳以上になるとハイキングや勉強の
一環として訪れる人が多くなり、中には年間パスポ
ートを購入して定期的に訪れる人もいるそうだ。

紅葉＝大平有里子撮影

これから紅葉の綺麗な季節となる。皆さんもぜひ
植物園へのアクセスなどの詳しい情報は

植物園を訪れて秋を感じてみてはいかがだろうか。

こちらのQRコードから。
文責
大平有里子（Hijicho）
結局この夏は桃のパフェを食すことも二の腕痩せも達成できませんでした（行）
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ただ混雑率でいうと両方とも変わりません

線は通学手段として必要不可欠なものと言って良い

けどね（笑）。やっぱり梅田〜なんば間は混んでい

だろう。どちらの路線にもメリットとデメリットが

ますよ。御堂筋線の天王寺―あびこ間と阪和線の天

あり優劣を付けるのは至難の業である。そこで本学

王寺―杉本町間だけで見るとどちらも掛かる時間は

鉄道同好会の翁永拓人さん（理・3年）、角勇希さん

同じくらいですが、大阪中心部ではJRはかなり大回

（経・3年）、濱田友矩さん（経・1年）に取材を行

りするので一気に御堂筋線のほうが早くなりますね。

った。この記事が、皆さんが通学定期を買う時の参

考となればうれしい。

翁永

加えて阪和線の場合は天王寺で乗り換える

必要もあります。なので御堂筋線のほうが早いのか
なと思います。

濱田 あとあまり遅れないことですかね。

御堂筋線について

翁永

御堂筋線は大半が地下を通っていて天候の

影響を受けにくく、それも速さの要因です。
――混雑具合はどうですか。
角

梅田〜天王寺間の混み方は激しいですね。ラ

ッシュ時間帯だけでなく平日の昼間でもよく混んで
います。
翁永

座れる可能性は大分低いんですよね。特に

天王寺以北は。なので1、2限がある日に梅田から行
く場合はちょっと大変ですね。
――御堂筋線のデメリットのひとつは混雑してい
Osaka Metro御堂筋線＝動物園前駅で9月14日、竹中涼撮影

ることなのですね。
濱田

――御堂筋線のメリットとは。
濱田

角

まずは、阪和線と比べて本数が多いという

ことです。1時間に8本ほど電車が走っていますね。
通勤・通学客の多い7時から9時頃はもっと本数が増
えます。
角

初乗り180円で、すぐ200円、300円と上がって

いってしまうんです。
翁永

天王寺からなら御堂筋線であびこまで行く

より阪和線で杉本町まで行くほうが安いですね。

角 JRが設定している特定区間では運賃が安くな

御堂筋線のほうが大阪の中心部に行きやすい

ことも挙げられます。
翁永

他にも運賃が高いということもあります。

っています。
濱田

他には車両の数が多いという点があります。

今比較している、梅田方面から市大の最寄

り駅までなら圧倒的にJRが安いですね。こういった

阪和線の普通列車は4両か6両編成ですが御堂筋線は

値段の違いが定期を買うときに大きく出てくるんで

10両で運転しています。

すよね。

後期の兼サ先大募集中です（犬）
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もしれませんね。長時間開かない踏切による渋滞を

阪和線について

避けるための対策の例として、阪和線は所々高架に
なっています。ほかにも和泉府中では道路のほうを
地下化するという取り組みもされています。
――皆さんがもし、梅田に住んでいるならどちら
を使いますか。
翁永

どちらも一長一短ですからね……。御堂筋

線なら梅田から一本で大学に行くことができますが、
あびこ駅から大学まで歩かないといけないしJRより
も割高です。阪和線の杉本町駅は大学の目の前にあ
るので楽ですが、その代わり天王寺で一回は乗り換
JR阪和線＝天王寺駅で9月14日、竹中涼撮影

――続いて阪和線のメリットを教えてください。

えないといけなくなります。
濱田

自費で定期を買うなら僕は高くても便利な

阪和線から環状線を使えば気軽に大阪まで行

御堂筋線にします。御堂筋線なら梅田やなんば、心

けますし、そこから京都、神戸方面にも行くことが

斎橋を通って遊びに行きやすいので（笑）。また京

できるので長距離の移動は楽ですね。

阪にも阪急にも乗り換えられるのも強みです。ただ、

角

翁永

奈良や和歌山、関西空港へも天王寺から行

けど。

けるので便利です。
濱田

家族に定期代を出してもらうなら安いJRが良いです

駅が大学から近いことです。あまりに近す

ぎて学生の街が形成されないのが残念ですけれど。
――駅と大学が少し離れていると学生街が出来や

――JR京都線や神戸線で大阪まで来ている場合は
どうされますか。
濱田

鉄道会社を変えると初乗りの分運賃が掛か

ってしまうので、最後までJRに乗って安く上げるか、

すいんですね。

角 例えば阪急関大前駅は駅からちょっと離れた

御堂筋線に乗り換えてでも便利さを取るか、という

所に大学がありますが、そういう立地だと学生街が

ところですね。家の場所や遊びに行く時の便利さな

できます。

ど、総合的に考えてその人に合った路線を選ぶとい

翁永

そういえば、もともと杉本町駅には西口し

――優劣は決めにくいですか。

かありませんでした。
角

うことになると思います。

それに関連するのが開かずの踏切ですね。

翁永

やっぱり住んでいる場所次第ですね。京阪

昔は西口を出て踏切を渡らないと大学に行

で京橋まで来る方や近鉄で鶴橋まで来る方は天王寺

けなかったそうなんですが、朝の時間は列車の本数

まで出て阪和線に乗り換えることが多いような気が

が多いので踏切が一度閉まるとなかなか開かなくな

します。これが梅田や難波から来る方となってくる

ってしまうんです。すると、踏切が開くのを待って

と、阪和線と御堂筋線で分かれてくると思います。

翁永

いるうちに授業が始まってしまう。それで学生から
要望があったらしく、2012年に東口が作られて今の
状態になっています。

――阪和線は遅延が多いイメージがあるのですが。

――踏切の問題を解決するには。
翁永

阪和線の改善点
角

阪和線に多い直通運転には、どこか一カ所で

とくに朝の時間帯は天王寺から鳳の間に列

遅れがあるとその影響が広い範囲に及ぶという特徴

車が多く、踏切の開く時間が短くなるので、杉本町

があるので、例えば環状線や大和路線の遅れは阪和

駅西口側に住んでいる人は大変だと思います。問題

線の遅れに直結します。

解決のためには杉本町に跨線橋を付けるのもありか

しかしこれでも以前より大分遅れは改善されていま

株の配当金だけで生活することを夢見る、今日この頃（北）
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す。最近入線した新しい車両は前より故障しにくい

計画では、新大阪からうめきた、中之島を通ってJR

ですし、天王寺駅にある、阪和線と環状線を繋ぐ連

難波に繋ぐことになっています。メリットとしては、

絡線が1本から2本に増えたのも大きいですね。

大阪の中心部を通るので環状線で回るよりも圧倒的

――杉本町駅に快速は止まるようになると思いま
すか。
翁永

に早いことですね。所要時間の短縮は見込めると思
います。

杉本町駅のホームは6両編成がギリギリ入る

くらいですが関空紀州路快速は8両編成なので停まれ

以上の通り、阪和線には阪和線の、御堂筋線には

ません。しかし、区間快速は4両か6両編成なので停

御堂筋線の長所がそれぞれあること、各自が自らに

められると思います。

最適なものを選ぶことが大切であることが分かった。

その場合、区間快速と普通列車が杉本町駅で連絡す
る可能性があるのでホームドアの設置を先にするべ
きです。ホームが狭い現状では人が通るときに危険

用語解説

です。快速列車が止まるようになるとさらに動線が
複雑になるので、線路へ転落する危険もあります。

――最後に、なにわ筋線ができるとどういった変
化が起こると考えられますか。
翁永

特定区間

正式名称は「電車特定区間」。JR

が定めるこの区間内では運賃が安めに設定さ
れている。現在、東京付近と大阪付近の2エリ

なにわ筋線は大阪の中心部を通ります。計

アが特定区間に指定されている。

文責
竹中涼（Hijicho）

Osaka Metro
御堂筋線

JR阪和線
混雑度

混雑度は比較的低め
特に昼間の乗車率は低い

梅田～天王寺間は非常に混雑する
天王寺以南は混雑度は下がる

運賃

やや安い

JRと比較するとやや割高

座席

クロスシート

ロングシート

（座席の向きが進行方向と同じ）

（座席の向きが進行方向の横向き）

遅延

御堂筋線と比較すると多い

少ない

所要時間

快速、特急列車の通過待ちがあるた
めやや長い

JRと比較すると短い

JR阪和線とOsaka Metro御堂筋線の比較（大瀧智史作成）

悲しいかな、夏休み全く遊ばず終わってしまった。（汰）
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6月18日7時58分頃、大阪府北部の深さ13kmを震源
とする地震が発生した。マグニチュードは6.1、最大
震度は6弱を観測した。津波の発生はなかったものの、
大阪府内の多くの市区町村で震度4以上の強い揺れを
観測し、7月6日0時時点までに44回の余震が発生した。
大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市で震
度6弱を、本学キャンパスがある阿倍野区と住吉区は

震度4を観測した。
本学大学院理学研究科の三田村宗樹教授＝8月21日、濵田翼撮影

大阪府防災・危機管理司令部の資料によると、8月
8日時点でのこの地震による人的被害は、死者5人負
傷者361人、住家被害は、全壊・半壊・一部損壊を合
わせ約44500棟であった。交通の被害は、地震発生直
後ほぼ全路線で鉄道の運転が休止され、道路は一部
区間で通行止めが発生した。

――今回のように多くの人が通勤通学中に地震が
発生した場合、どのように対処すべきだったのでし
ょうか。
今回の地震に関して学生にアンケートを行い、600
人の学生から回答が得られました。鉄道のほとんど
が運休になったため、講義は中止になりました。そ
の時点で多くの学生が何らかの手段で帰宅しようと
しました。最寄駅近くの駐輪場に止めていた自転車

で帰宅した学生や、保護者と連絡を取って自家用車
で迎えに来てもらって帰宅しようとした学生、中に
は10時間かけて徒歩で帰宅した学生もいました。
アンケート結果からどの帰宅方法を選んだとして
も帰宅にかかった時間はあまり差がないということ
JR阪和線でも大きな遅れが発生した ＝ JR阪和線我孫子町駅で6月

がわかりました。つまり、今回のように大阪の街中

18日、土屋拓海撮影

で大規模な被害がなかった場合ならば、各自が足止
めを受けた場所で時間をやり過ごすのも一つの手段

また、本学では14名の学生が負傷（いずれも軽

だと思います。私が防災教育に行ったネパールのカ

傷）し、18日の講義は全て休講となった。大学内の

トマンズでは計画停電や水道管の老朽化など、イン

建物・設備の一部に軽微な被害が出たものの、大き

フラが完璧に整っていないところでも現地の人は時

な支障となるものはなかった。

間を有効に活用していました。今回のように交通機

今回の地震に関して、地質学を専門分野とする都

関が一日使えない程度であるならば、被害に遭った

市防災教育研究センター所長の三田村宗樹教授（理

直後に無理に帰宅しようとせず、交通機関が使えな

学研究科）にお話を伺った。

くなった場合の時間を過ごす手段や心の準備が必要

結局この夏は桃のパフェを食すことも二の腕痩せも達成できませんでした（行）
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要だと思います。焦らずに落ち着いて状況を分析す
ることが大切です。

2018（平成30）年10月1日

――今回の地震を受けて、個人でできること、す
べきことはありますか。

――大学にいるときに地震が発生した場合はどの
ように対応すべきですか。

まずは自宅を含めた自分の身の回りの点検をして
ください。例えば、自宅の中で揺れたときに倒れそ

建物に関しては耐震補強がされているので倒壊等

うなものや落下しそうなものがないか、もしあった

の心配はありません。地震が発生した場合は、災害

場合はそれらが固定できているかなどがあげられま

時の避難訓練の時と同様に、室内であれば、落下物

す。また、通学路での安全な場所や、逆に危険な場

等への対処や身の安全を確保した上で、まずは屋外

所がないかを確認してください。今回の地震ではブ

への退避をするようにしてください。大学から送ら

ロック塀について問題になり、公共施設関係では国

れる安否確認システムで自身の身の安全が確保でき

も改善に向けて予算を出すなどしています。しかし、

たことを知らせるようにしてください。

私有地のブロック塀は、まだまだ危険なものが残置

また、今回の地震で通学経路で災害にあった場合
の対処についても見直すきっかけになったと思うの

されるでしょう。自宅や通学路等の身の回りの環境
についてもう一度点検してみてください。

で、通学路で気を付けなければいけないところなど

をもう一度確認してください。

本学の生徒の多くは、1995年に発生し大きな被害

――南海トラフ地震のような大規模な地震による

をもたらした阪神・淡路大震災を経験していないと

津波の発生が危惧されていますが、本学キャンパス

いうことが三田村教授が行ったアンケートからも窺

で津波の被害を受ける可能性はあるのでしょうか。

える。震度5を超える地震を初めて経験したという学

杉本キャンパスは、上町台地の上にあるので津波

生も多いだろう。地震を含めた災害に備えるにおい

の心配はありません。阿倍野キャンパスに関しても

て身を守るために重要なことは災害を恐れ、忘れず

杉本キャンパスとほぼ同等の標高にありますので、

にいるということである。今回の地震での経験を南

津波による直接的な被害はありません。

海トラフ地震などの今後起こるであろう大震災から
身を守るために活かすことが大切なのである。

文責
土屋拓海、濵田翼（いずれもHijicho）

学生へ向けた大阪府北部地震後の
行動アンケート結果はこちらの
QRコードから。

住吉区のハザードマップは
こちらのQRコードから。

学生の大地震の経験の有無 ＝ 三田村宗樹教授提供

1.15

何の数字でしょうか（BOXAP）

2018（平成30）年10月1日
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レポートやプレゼンテーションのスライドを作成

市大生であればWordやPowerPointなどの
Microsoft Office製品を無料で使用できるということ

するときなど、Office製品があれば便利な場面は

を、皆さんはご存知だろうか。

多々あるが、Office製品が予めインストールされた

本学はマイクロソフト社とOffice 365 ProPlusの包

パソコンは比較的高値で販売されている。今度パソ

括契約を結んでいる。これにより、学生や教職員は

コンを購入するときは、この制度を利用してOffice

個別に商品を購入しなくても最新バージョンの

製品をダウンロードすることで少しでも経済的負担

Office製品を使用することができる。使用できる

を減らせるのではないだろうか。

Office製品は、Word、Excel、PowerPoint、
インストールの手順や使用条件など、詳しい情報

OneNote、Outlook、Access、Publisherの7種類とな
っており、WindowsPC/Mac、タブレット、スマー

はこちらのQRコードから。

トフォンにそれぞれ5台ずつインストールすることが
可能だ。一度インストールすれば、在学中はずっと
利用することができる。

文責
廣瀬瞭汰（Hijicho）

ここ、
本当に市大？

Hijichoは、今年の銀杏祭でも模擬店を出します！
今年発売するのはフランクフルト！

またソフトドリンクも販売予定です！
「ここ本当に市大？」通称「ここ市」は
Hijichoの読者参加型フォトコーナーです。

たの
だ
き宣
ま
10月の優秀作品 伝
す
撮影者：ゆーき。さん

今月のテーマは「秋の市大」。
値引き企画や取材企画も行う予定ですので
まるで市大で撮ったとは思えないような
ぜひ銀杏祭前や期間中はHijicho公式ツイッターを
おしゃれな秋の写真を募集します。

確認してみてくださいね！（@hijicho）
Twitterでハッシュタグ「#アキシダイ」
をつけて写真をツイートしてください！

夏、バテバテのバテ（うみ）

銀
さ
せ杏
て
い祭
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みなさんはダンスミュージックカルチャーという

一昔前はダンスミュージックにももっと勢いがあ

ものをご存じだろうか。主にクラブなどでDJの流す

り、音楽を楽しみにクラブに来る人は今よりも多く

音楽に合わせて参加者が踊るカルチャーである。普

いました。しかし2012年頃に風俗営業法の規制が厳

段は大阪でサラリーマンとして働くかたわらDJとし

しくなり、クラブの数が減ったり、規模が小さくな

て活躍し、関西でDJイベントを開催するなど、関西

ったりしてしまいました。以前のお客さんがクラブ

のダンスミュージックシーンで活躍する川崎容平さ

に足を運ばなくなったことにより、現在のダンスミ

んにお話を伺った。

ュージックカルチャーは縮小してしまいました。私

は、音楽に合せて踊る楽しさを若い人に知ってほし
い、ダンスミュージックシーンを拡大したいという
思いから、自分でもDJイベントを年に4、5回開催し
ています。イベントの客層は20〜30代前半の若い人
がメインですが、様々な年代の方が足を運んでおり、
クラブとはまた違ったダンスミュージックの魅力が
楽しめます。

川崎容平さん＝Rooftop Bar OOで7月29日、加藤菜々子撮影

7月29日に開催されたDJイベントは川崎さんを中
心に他2人で主催し、難波のRooftop Bar OOで開催
された。東京からのゲストDJを含め、6人のDJが登
場し、場を盛り上げた。働いている若い人たちだけ
ではなく、高校生や大学生、外国人も参加し、様々
な人の交流の場になっていた。

DJイベントの様子=川崎容平さん提供

――DJを始めたきっかけを教えてください。

――DJはどのようなことをするのですか。

社会人になって友達にクラブに連れて行ってもら

その場の雰囲気に合った選曲をすることが主な役

い、DJとして選曲することに魅力を感じました。そ

割です。音楽を途切れさせずに繋ぐために、曲のテ

こで知り合いになったDJに誘ってもらい、DJをやっ

ンポを変えたり音域毎に音量調節をしたりしながら

てみることになりました。

二つ以上の曲を流し続けます。また、私のように国

――なぜDJイベントを開催しているのですか。

内外のゲストDJをブッキングしてイベントを主催

初登場から出番がないよ。僕食べられたの？（うしお）

大阪市立大学新聞 Hijicho
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することもあります。
――大学生にコメントをお願いします。
社会に出るのが嫌だなと思っている方には、大人
になっても遊べる場所はあるし、社会人になっても
楽しいことはたくさんあることを知ってほしいです。
私も社会に出るのが嫌だと思っていた時期がありま
ありましたが、考えてみると学生の頃よりも今の方
が充実しているように思います。私は24歳でダンス
ミュージックに出会いましたが、音楽に限らず自分
DJイベントの様子=川崎容平さん提供

が好きなことを見つけられたら、ずっと楽しく生き
ていけるのかなと思います。

文責
加藤菜々子（Hijicho）

急募！
Hijicho
部員

Hijichoは4月の新入生向けの新歓に加え、
毎年秋にも新歓を行っています！

春の新歓でサークルに入りそびれた人、
何か新しいことを始めてみたい人…

ぜひHijichoの秋新歓をのぞいてみませんか？

1回生、上回生、院生、留学生…
どなたでもいつでもお気軽にご連絡ください！

①10月23日(火)茶話会
＠Hijicho BOX 16:30~

②11月6日(火)茶話会

幅広く活動を行っています。
取材、イラスト、地域活性化など…

@Hijicho BOX 16:30~
その後17:00から編集会議を行います！

途中参加・退席OKです。

Hijichoは学内外の情報発信やイベント参加など

「やりたいこと」をHijichoで実現してみませんか。

活動頻度：毎週火曜日16：30～18：30＠学情
連絡先：hijicho@gmail.com
Twitter：@hijicho

Webサイト：http://hijicho.com/

おいしい焼き肉ありがとう。（ちよ）
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大阪市立大学新聞 Hijichoは、市大や市大生の生活に関する川柳を募集していま
す。賞の選考を毎月行い、紙面（ウェブ版なども含む）で発表します。今回も多
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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い。締め切りは10月15日です。

お題
友達の全ての単位がAAだった。どうして？

大喜利の回答は
こちらから→
ご投稿ください

金賞
ちゃんと勉強したから（しゃむ3）
銀賞
その子の名前がツネニー・トップ（隣のバタコさん）

大喜利のお題は
こちらから→

銅賞
AA（アスキーアート） （謀）
11月号のお題（10月15日締め切り）は「OCU、何の略？」です。
ご応募お待ちしております！
発行所 ©大阪市立大学新聞 Hijicho
〒558-8585

大阪市住吉区杉本3-3-138
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次号も皆さまからの川柳を掲載します。ページ上のQRコードからご応募くださ

大阪市立大学杉本キャンパス旧教養地区

共通研究棟121号室

