昨年度の参加者からの感想

大阪市立大学教育後援会
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第１企画 「和飲（ワイン）を楽しむ一日」に参加して
ぶどうの産地、大阪府羽曳野市の地元ワイナリーの見学とあって、期待を胸に参
加しました。訪れた「河内ワイン館」さんは、落ち着いた街並みの一角にあり、
木のぬくもりを感じさせる佇まいがなんともモダンでお洒落。
生活科学研究科の小島明子先生による「健康と食生活」の講義では、アルコール
肝疾患の仕組みや予防効果のある食品成分等、関心事が満載でした。予防効果が
抜群に高い野菜が、初めて聞く名の品種だったのには意表を突かれました。貴重
なお話が聞けてありがたかったです。
講義の後は、いざ工場見学へ。立ち入るや発酵中の生きたワインの香りに包まれ
ます。大きなタンクや木樽、かつて使用されていた機械にも触れながら独自の醸
造過程を学ばせて頂きました。赤・白・ロゼ、そしてスパークリングワインと、
それぞれ驚くほど丁寧な手法。ワイン造りに込められた思いに胸が熱くなるほど
でした。
（理学部保護者 岡本 凡子さん）

第２企画 「江戸時代にタイムスリップ!!」に参加して
“江戸時代の大阪のくらし”をテーマに大阪市立大学名誉教授の谷直樹先生の講
演「大阪の町並みと暮らし」と「大阪くらしの今昔館」を見学する企画に参加し
ました。
講演では、江戸時代の大阪の景観や暮らしぶりを NHK 朝の連続テレビ小説ドラ
マ等での時代・風俗考証時の話しを交えながら、当時の様子を親しみやすく説明
していただきました。
また、ご厚意により同時代の風景や民衆の様子が描かれていた貴重な屏風絵を拝
見し、過去の風情を間近に感じることができました。さらに、講演者の谷先生は
同館長も勤められており、お話の中にはこの後に続く館内の見所や博物館に至る
までの内容も含めて下さり、展示物は当然のこと、制作側の角度からも巡ること
ができ、より面白さが増したものとなりました。
この企画を通して、往時の景観保全の難しさと現存する資料の大切さを知り、
古今が共存しながら大阪が発展すれば良いなと後世のことを考えるようになりま
した。
コロナ禍により制約もある中、他学年・他学部の保護者の方との交流もでき、と
ても愉しい時間を過ごすことができました。アンケートもスマホで回答できとて
も便利でした。来年も楽しみにしています。ありがとうございました。
（商学部保護者 前田 三佳さん）
※2020 年度は新型コロナ感染症拡大予防のため、医学部学舎で予定していました「医療の研究最前線の講演」企画を
取り止め、また 11 月末に予定していました「理学部附属植物園の見学」企画を中止しました。

新型コロナウイルス感 染 予 防 対 策へのお 願いについて
新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、交流企画を中止又は内容を一部変更する場合があります
ので、予めご了承ください。
なお、その場合は参加決定者へお申込み時に記載されたメールアドレスにご連絡いたします。また、教育後
援会ホームページにも掲載してお知らせいたしますのでご確認をお願いいたします。
開催にあたり以下について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
①発熱、咳・咽頭痛などの症状がある方、新型コロナウイルスの感染の疑いがある方は参加をお控えくださ
い。この場合は、必ず事前に教育後援会事務局へご連絡をお願いいたします。
②当日の朝、ご自宅で検温を行い、軽度であっても体調がよくない場合は参加をお控えください。
③感染予防対策のため、マスクは各自でご持参・着用をお願いいたします。
④受付時に非接触式体温計で検温いたします。37 度以上ある場合は参加していただくことが出来ません。
⑤受付時等、設置しているアルコール消毒液にて手・指の消毒をお願いいたします。
⑥スタッフのマスク着用について、ご理解をお願いいたします。

保護者交流会 だより 第 9 号
『教育後援会のご案内』

保護者交流委員会：委員長

河合 麻理（保護者）

皆様こんにちは。教育後援会にようこそ。皆様の教育後援会は、学生の皆さんが充実した学生生活を送ら
れるように、また保護者の皆様が大学のみならず保護者同士でも交流を図ることができるように様々な支援
活動を行っています。
学生の皆さんには、学生生活での障害や災害を保証する保険加入料全額負担をはじめ、大学祭等の学生行
事や課外活動への支援等、紙面では紹介しきれない程のサポートを行っています。特に昨年度はコロナ禍対
応として遠隔授業環境の整備や経済的困窮学生援助に協力させて頂きました。
一方、教育後援会は保護者の皆様と大学との架け橋役も担っております。昨年度は感染拡大の為、やむな
く保護者行事が一部中止となりましたが、保護者就職説明会をオンライン導入でも行う等、可能な限り安全
安心対応に努め、各行事共ご参加の皆様から好評を頂きました。今年度も創意工夫のもと、大阪市立大学の
魅力を満喫できる４企画をこの交流会だよりにご案内させて頂きます。
来年の大学統合を控え、大阪市立大学教育後援会としての活動はラスト 1 年となりました。世の中は依然
厳しい状況ではありますが、この貴重な時をご一緒させて頂きますことをありがたく思っております。どう
ぞ皆様よろしくお願い致します

2019年ボート祭

2019年竹中大工道具館

2019年伊丹空港探検

保 護 者 交 流 会への参 加を希 望される方へ
【参加申込について】

①申込フォーム ②メール ③LINE のいずれかでお申込み下さい。1企画につき保護者お二人まで参加できます。
※応募締切日：2021年8月22日（日） ご応募時にご記入いただきました個人情報は、申込後の事務連絡、教育後援会企画行事等のご案
内に使用し、その他への利用および第三者への提供・開示することはありません。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、中止又は内容を一部変更することがありますので、予めご了承ください。

【参加者の決定について】

・各企画への希望者が定員を超える場合は、抽選により参加者を決定させていただきます。参加決定通知は9月上旬頃に連絡いたします。
参加決定通知後に、やむを得ず欠席する場合はお早めにお知らせください。（抽選に外れた方に参加頂くためご協力をお願いいたします。）
・参加決定後、欠席等で定員を割った場合は、別途、教育後援会より抽選漏れ等の方に連絡する場合があります。

【お問合せ先】 教育後援会事務局 TEL：06-6605-3420／E-mail：j-kouryu@osaka-cu.com
①申込フォームでの申込み
次のQRコードからWebにアクセス

申込フォームの画面が出たら
・各項目を入力
・「申込み」をクリック
・画面が変わった後に、
「OK」
をクリックすると入力内容が送信
されます。
これで申込完了です。

②メールでの申込み
送信先：j-kouryu@osaka-cu.com
件 名：保護者交流会
記入事項
・参加企画（企画番号を記入）
第１希望名
第
企画
第２希望名
第
企画
・学生（氏名）
・
（フリガナ）
・学部名
・学科名 ※理系（理・工・医・生科）のみ記入
・学年
・参加保護者①（氏名）
・
（フリガナ）
・参加保護者②（氏名）
・
（フリガナ）
・電話番号／携帯番号
・住所
・メールアドレス

③LINEでの申込み
次のQRコードから
保護者交流会LINEにアクセス
記入事項
・参加企画（企画番号を記入）
第１希望名
第
企画
第２希望名
第
企画
・学生（氏名）
・
（フリガナ）
・学部名
・学科名 ※理系（理・工・医・生科）のみ記入
・学年
・参加保護者①（氏名）
・(フリガナ)
・参加保護者②（氏名）
・(フリガナ)
・電話番号／携帯番号
・住所
・メールアドレス

【お願い】 結果等の連絡は、記入されたメールアドレスあてにパソコンから一斉送信により行いますので、セキュリティ設定やウィルス対策ソフト等
設定で受信拒否設定がなされているかご確認いただき、拒否設定になっている方は、
「j-kouryu@osaka-cu.com」を受信できるように設定変更をお願
いいたします。
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2021年度 教育後援会保護者交流会企画

※各企画ともに、参加お申込数が定員を超えた場合は、抽選となりますので、予めご了承ください。

第１企画 「大阪の恩人」
五代友厚を知る！

第３企画 「あなたも１日市大生！」
人気講義体験とキャンパスツアー

【日
時】2021年9月25日
（土）13：30〜15：30
【集合場所】大阪市立大学杉本キャンパス
学術情報総合センター 1階
大阪市住吉区杉本3-3-138
JR阪和線「杉本町駅」徒歩約5分
大阪メトロ御堂筋線「あびこ駅」徒歩約15分
【定
員】50名
【参 加 費】無料
【スケジュール】

「大阪の恩人」「東の渋沢栄一、西の五代友厚」と
称され、日本の近代経済発展に尽力した五代友厚をご
存じでしょうか？
大阪市立大学の前身となる大阪商業講習所の創設に
も中心的役割を担っており、それに伴い大学構内にも
2016年に銅像が建てられました。除幕式には現在の
NHK大河ドラマ「青天を衝け」、朝の連続テレビ小説
「あさが来た」で五代友厚役を務めた俳優のディーン・
フジオカさんも出席されました。
そんな五代友厚公のことをもっと詳しく知ってみた
くはありませんか？
大阪市立大学卒業生である八木孝昌先生は様々な資
料を収集、解読され、昨年『新・五代友厚伝』（PHP
研究所）を出版されました。さ
らにその内容を旭堂南照さんの
ために全18話の講談の台本と
して書き下ろされました。
初秋の一日、八木先生のお話
と旭堂南照師のご講談で五代友
厚公に思いを馳せてみませんか？

◆13：00
◆13：30

◆15：30

受付開始
講演「五代友厚の名誉回復を」
講師：八木 孝昌 先生
（大阪市立大学経済学部OB・文学博士）
講談「真説 五代友厚伝」より2話
講談師：旭堂 南照師
（2010年四代目旭堂南陵に入門）
閉会・解散（予定）

第２企画 Japanese SakeⅡ
「酒蔵のまち神戸で酒造り見学と歴史散歩」
今企画は、交流企画の
中でも保護者対象という
ことを特に意識し、文化
を知る上で外すことので
きない「食」の中から、
「日本酒」にスポットを
あてた催しです。
今回は、平成30年度に
行われ好評を博した『Japanese Sake!!』をリバイバ
ル開催し、清酒生産量全国1位を誇る灘五郷のひとつ、
住吉川畔に位置する魚崎郷を訪れます。
室町・江戸時代から受け継がれる酒造りの場である
酒蔵見学と講師の先生による「灘五郷の歴史」につい
てのお話を加え、解説散歩で灘の酒文化を体感します。
歴史散歩の講師には、大阪市立大学文学研究科修了
で現在は武庫川女子大学准教授の古野貢先生をお迎え
し、イヤホンガイドを使って、阪神魚崎駅から菊正宗
酒造記念館・櫻正宗櫻宴・浜福鶴吟醸工房を巡りなが
ら、お話をしていただきます。
また、各見学施設等では試飲・ショッピングも可能
です。
実りの秋を迎える頃、「日本酒」選びにも楽しさを
増す、学べて楽しい1日をご一緒しませんか。

【日
時】2021年10月16日
（土）10：30〜14：30
【集合場所】阪神電車「魚崎駅」改札口前
【定
員】30名
【参 加 費】1,000円（昼食代込）
【スケジュール】
◆10：15～
◆10：30～
◆11：00〜
◆12：00〜
◆12：30〜
◆13：30〜
◆14：00〜
◆14：30頃

受付（「魚崎駅」改札口前）
開式・歴史散歩
菊正宗酒造記念館 案内とショッピング
歴史散歩
櫻正宗 昼休憩とショッピング
歴史散歩
浜福鶴吟醸工房 案内とショッピング
閉会・解散（予定）

昨年創立140周年を迎え、多くの卒業生を輩出して
きた大阪市立大学で１日市大生になりませんか？
〈第１部〉文学研究科の水内俊雄教授に、全学部の学
生が選択する全学共通科目で人気講義の「大阪の地理」
の「市大の歴史」を中心に、講義をして頂きます。会
場は、改装したての大阪市立大学のモニュメントであ
る一号館の講堂です。大学の講義を学生気分で受けて
みませんか？
〈第２部〉水内教授のご案内で登録有形文化財になっ
ている一号館をはじめ、旧図書館、二号館など戦前の
学舎をたどり、戦後アメリカ軍に接収されていた時代
の名残を含め、市大の知られざる奥深き歴史を感じて
頂きます。
また、理学部の卒業生達が植樹した田中記念館前の
メタセコイア等の木立の中を散
策しながら市大の歩に思いを馳
せて下さい。
最後は学術情報センターの屋
上から現在の大阪市、そして大
学の変遷を体感しながら眺望を
して頂きます。
市大をもっと知れるひととき
をご一緒しませんか？

第４企画 「市大附属植物園散策

【日
時】2021年11月13日
（土）13：30〜16：00
【集合場所】大阪市立大学杉本キャンパス 1号館講堂前
大阪市住吉区杉本3-3-138
JR阪和線「杉本町駅」徒歩約5分
大阪メトロ御堂筋線「あびこ駅」徒歩約15分
【定
員】50名
【参 加 費】無料
【スケジュール】
◆13：15
◆13：30

集合（13：00～受付）
講義「大阪の地理」の中の「市大の歴史」
講師：水内 俊雄 先生
（大阪市立大学都市研究プラザ教授・文学研究科教授）
◆14：30 キャンパスツアー（イヤホンガイド使用）
◆16：00 閉会・解散（予定）

―森の植物園へようこそ―」

交野市私市（きさいち）にある大阪市立大学附属植
物園は大阪府下最大級の植物園であり、昨年創設70周
年を迎えました。
園内には国内外の多くの植物が収集育成され四季折
々を彩る樹木が生い茂るほか、絶滅を危惧されている
希少種も見ることができます。2018年には環境省よ
り全国初となる「認定希少種保全植物園」に認定され
ました。
また当園元園長の三木茂教授（故人）が化石を発見
し命名した後に、その植物の生存が中国で見つかった
ことから「生きた化石」と言われる『メタセコイア』が
導入されて今では大木となり、晩秋には彩り豊かに紅
葉した並木が見ものです。
そんな園内を職員さん
に案内していただきなが
ら散策したのち、理学研
究科の植松千代美准教授
にお話ししていただきま
す。
さぁ、師走の前に森の
中で癒されましょう！

【日
時】2021年11月27日(土) 10：00〜15：00
【集合場所】大阪市立大学附属植物園
大阪府交野市私市2000
京阪交野線「私市（きさいち）」駅下車、徒歩約6分
【定
員】50名
【参 加 費】1,000円（昼食代込）
【スケジュール】
◆ 9：45 集合（9：30～受付）
◆10：00 植物園見学(案内付)
◆11：30 講演：「市立大学附属植物園の魅力」
講師：植松 千代美 先生
（大阪市立大学理学研究科准教授）
◆13：00 昼食
◆15：00 閉会・解散（予定）

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、中止又は内容を一部変更することがありますので、予めご了承ください。

