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黒さび猫さん。よく見

白黒ぶち猫①

C エリア

６

キジ猫

C エリア

８

白黒ぶち猫②

C エリア

大阪音楽
大学

ぎず小さすぎない猫さ

お腹は茶色

んで甘えたがりの印象
です。

グレーの肉球

A エリア
ザ ・ カレッジ ・ オペラハウス
郵便局

グレーに茶色がかった

５

ようなきじ猫さん。

右耳が
切れている
グレー茶色の
キジ柄

こちらもグレーがかっ

小柄

凛々しい顔をしていて

少しきじが細目で背中

警戒心が強いです。右

の模様の色が薄いのが
ポイント。やや小さめ
で、人懐っこい猫さん

本、肉球が黒いのが特

です。

C エリア

BLUE NOTE
セブンイレブン

D エリア

グレーのキジ柄

チロリン村
長い白タイツをはい

白タイツ

８

て、背中に黒ぶちがあ

の白靴下に黒カーディ

るのが特徴です。なで

ガンを着ているような

させてくれることもあ

右足に
けがアリ

背中は
黒ぶち柄

猫さん。こちらは短め

背中は真っ黒

短めの白靴下

りますが、右足をけが

背中の模様が特徴で
す。こちらも人馴れし

しているようなので、

ていてほかの猫さんと

優しくなでてあげてく

一緒にいることもあり

ださい。

ます。

なごも。阪急庄内店

デレデレな
男の子♂

ともちゃん

１

出没場所

ちびちゃん

大音正門のすぐ近くのおうちで飼われている、飼い猫
のちびちゃん。茶色のきじ猫で、緑の首輪が特徴です。

甘えん坊の
女の子♀

看板猫

庄内駅の東出口階段を振り返って

緑色の首輪

すぐのところにあるコミュニ
ティーカフェ「なごも。」さんには、

ツンデレな
女の子♀

カフェとして利用できるカフェス

たつやくん

ペースや猫のいるリラックスス
ペースがあります。
「なごも。」にいる２匹の看板猫は、
薄いグレーのサバトラのようちゃ

今回取材してみて…
野良猫の情報を集めるために、 写真を撮ったり、 歩き回ったり、
友人の協力もあり、 たくさんの庄内の猫を取り上げることができま
した。 出会った猫の反応はそれぞれで、 すぐ逃げてしまう猫、 撮影
のみ許してくれる猫、 なでさせてくれる猫など、 いろ
んな猫がいるんだと実感しました。 また、 この記事
を作成するにあたり、 たくさんの方に取材を快く引
き受けていただき、 とても嬉しかったです。 ありが
とうございました。 私は取材の経験もなく、 不
安でわからないことだらけでしたが、 今回の学
生記者の経験を通して、 表現の仕方やお話の
伺い方などを学ぶことができました。 これを読ん
でくださった方に、 猫に興味をもってもらえると
嬉しいです！

んと、茶トラのキャラメルちゃん。

ようちゃん

キャラメル

ここには、カフェとして利用され

ブックカバーや
スマホケース、
靴下など猫の
雑貨がたくさん！

２

シロくん

る方や、雑貨を見に来られる方、

がいらっしゃいます。

白色

猫カフェとは一味違う「なごも。」
さんが気になる方はぜひ行ってみ

なし

してくれました。ひらひらしたものが
好きなようで、取材のときに履いてい

BLUE NOTE のお店のある建
物の 2 階の窓際でよくお昼寝す
る姿が見られます。

たガウチョパンツの裾にすり寄ってく

３

さみしがりやな
男の子♂

B エリア

クロちゃん

B エリア

BLUE NOTE のお店の横の小
道にある発泡スチロールの上
がお気に入りの様子です。

３

クロちゃん
右耳が
切れている

ワイルド
な
女の子♀

マグロの
缶詰めが好き

おばあちゃん猫

る猫さん。シロくんはお店の 2 階で飼われている白猫の男の子。

くんよりも年上で切れた右耳とクールなお顔が特徴。

もともとは保護猫で、飼い主さんに引き取られてきました。

クロちゃんはおばあちゃん猫ですが外飼いされていて元気いっぱ

さみしがりやで飼い主さんがとにかく大好き。日向ぼっこをよ

い。スズメやネズミを見つけると追いかけまわすこともあるそう

くしていて、特に 2 階の窓際で寝ていることが多いようです。

です。

してもらえます！

定休日

２

とお店の方に伝えると、お会

URL：ers.hankyu-hanshin.co.jp/nagomo

11:00〜19:30

シロくん

うですが、私が名前を呼んでも返事を

大音生が「この記事を見た」
計金額から 100 円値引き

営業時間

のようです。人見知りすることもあるそ

シロくんと一緒に飼われている、明るめの黒さびの猫さん。シロ

電話：06-6335-5287

駅の階段を振り返ってすぐ

朝は飼い主さんをニャ〜！と鳴いて起こすのがお仕事

BLUE NOTE という、青い屋根のジャズ喫茶の方に飼われてい

てくださいね。

阪急庄内駅改札外東出口側

A エリア

黒サビ色

う方と、様々な目的で来られる方

大阪府豊中市庄内東町 1-10-1

ちびちゃん

大音正門のすぐ近くのおうちの
車の下や車の横に置いてある箱
の中で寝ることが多いです。

10 歳ぐらい

リラックススペースで猫と触れ合

メール：nagomo@ers.hankyu-hanshin.co.jp

１

甘えん坊で、お高めのカリカリが好きな女の子。

る姿がかわいかったです。

ドリンクメニューの
スプーンにも猫が…！

ラリーもあり、作家さんの作品を
さんの作品が展示されています。

茶色のキジ柄

10 歳
ぐらい

また、猫モチーフの雑貨が並ぶギャ
購入できます。現在は６名の作家

なごも。

↑東出口側

７

↓西出口側

そしてもう 1 匹の白黒

こちらは白黒猫さん。

ずかん

耳が切れていて、前足
に黒く太いラインが 1
徴です。

B エリア
大音通り

たきじ猫さんですが、

庄内駅

黒色の
太いライン

６

こんにちは︒

７

今回学生記者をつとめる短大１年の伊藤舞︵管楽器コース︶です︒

D エリア

初めての記事は︑私が大好きな猫について特集しました！

キジ猫

というのも︑私は家で５歳のころから猫を飼っていて︑

５

毎日癒されています︒

球が特徴です。大きす

背中は黒色

庄内の周辺には︑猫がたくさんいるのをご存知ですか？

C エリア

この記事では﹁猫ずかん﹂という形で︑のら猫から飼い猫まで︑

黒さび猫

庄内のにゃんこたちを紹介します！

４

MAP

中は黒く、グレーの肉

犬派の方も︑猫派の方も︑個性豊かな庄内の猫たちを

るとおなかが茶色で背

出没場所

庄ニャイ

ぜひ探してみてください！

４

期間：９月〜10 月
※期間中なら何度でも OK!

☆取材にご協力いただいた飼い主の皆さまありがとうございました☆

介で必ずといっていいほど︑聞かれ

﹁どこ出身？﹂大学に入ると自己紹

るこの質問︒けれど︑出身地を言う
だけで終わってしまい︑詳しくどん

そんな経験から︑﹁もっ

なところかまで話さないことが多い
のでは？
と自分の出身地について皆に知って
もらいたい﹂また﹁他の人の出身地
がどんなところか詳しく聞いてみた
い﹂と思うようになりました︒そこ
で︑まずは私たち記者二人が出身地
について語り︑さらに関西出身の友
人たちにインタビューして︑それぞ
れの出身地をアピールしてもらいま

和歌山県出身
大学２年 声楽専攻
前田 悠里です

愛媛県出身
大学２年 ピアノ専攻
篠澤 舞です

んでみてほしいな♪

販売台数の

トがたくさんあるから︑ぜひ一度足を運

や道後温泉など︑歴史を感じられるスポッ

稿できるポストがあったりする︒松山城

には俳句ポストっていう誰でも俳句を投

の正岡子規などを生んだ場所︒観光施設

ていた ﹁坂の上の雲﹂ の舞台で︑俳人

私の出身地︑松山市はＮＨＫで放送され

半分が愛媛県で売れているらしい︵笑︶

ている人がとにかく多い！

ココ﹂ っていうブランドの自転車に乗っ

ことかな︒自転車に関することだと︑﹁ロ

のみ電車に自転車を乗せることができる

愛媛で変わっていることは︑土日

鯛めしや雑魚天もおいしいよ！

んが有名だけど︑魚介類も豊富で

とあんこが入っている大福︒みか

の粉がかかっていて︑中にクリーム

いものは 霧の森大福 っていう抹茶

愛媛県の食べ物で私がオススメした

した︒これを読めば︑その県や市に
行った気分になれるかも

私の住んでいるところは和歌山の中でも
南の方で︑パンダで有名な アドベン

チャーワールド があるんだけど︑それ以
外にも エネルギーランド っていうテーマ
パークがあったり温泉街があったり意外
といろいろあるんだよね︵笑︶ 夏は海に

キングコースが堪能できたり︑そこから

ってね！自然が大好きな人
冬は温泉に …
には必ず来てほしいな︒熊野古道 のハイ

がみられたり︑アウトドア派には最高！

あと︑和歌山と言ったら梅干しが有名︑

特に﹁南高梅﹂ っていう種類は実がとて

もふくよかでその食感はほかの梅とは比
べ物にならないぐらいすごい！和歌山
は︑景色を楽しむもよし︑観光を楽
よし︑運動しに来てもよし！ぜひ遊
びに来てください！その際には私の
祖父母が経営している﹁きくや旅館﹂
に泊まってくださいね♪︵笑︶

!?

9 番目！
（9 人）

愛媛県

大音では

どんなところ？

高野山の頂上に行くと︑とてもいい景色

和歌山県
6 番目に
多い出身地！

みきゃん

～みかんの街～

みんなの出身地って
しむもよし︑おいしい物を食べるのも

（17 人）

～梅とパンダの里～
うめっぴ

大音では

サラダパン という︑マヨネーズで和えた︑

琵琶湖 のおかげで日本地図からすぐ見つけ

クエア という古い町並みです！

クのお店︑おしゃれな喫茶店がある 黒壁ス

琵琶湖の近くにあるガラス工房やアンティー

み合わせでハマる人はハマります！

たくわんを挟んだコッペパンです︒意外な組

ひこにゃん

られるところ︵笑︶

フローティングスクール ︵湖の子︶という︑

県内の小学生全員が対象の琵琶湖で船に乗る

宿泊体験があります︒

柿の葉で︑サーモンやさばなどの押し寿司を

包んだ︑柿の葉寿司 がおいしいです！

奈良公園 です！鹿がたくさんいて︑５月頃
になると赤ちゃんの鹿を見ることができま

す︒とてもかわいいですよ〜♡
奈良県中央部に位置する 吉野山の春の桜と

秋の紅葉 のきれいさです！
あと︑同じく中央部にある山に囲まれ︑飛鳥

兵庫県南東部に位置する 六甲山 です︒山頂
にある展望台からは︑神戸市はもちろん︑

めらかなプリンです♡

して︑口の中でとろけるとてもコクのあるな

神戸プリン です︒ほんのり柑橘系の風味が

はばたん

淡路島や明石海峡大橋も見え︑夜景がとても
きれいです︒
開港後︑外国人が多く神戸に集まってきたた

めに 石作りの洋館 が多かったり︑ハイブラ
ンドなお店が並んでいたりと︑異国情緒あふ

れるどこをとっても絵になるところです！
神戸市の小学生は︑神戸の写真が表紙になっ

ているレトロな雰囲気の 神戸ノート という
ノートを使います︒連絡帳やおけいこ帳など

種類も豊富です︒

京都ではないですが︑東大寺や奈良公園内に

級食材です！

て広がる山城竹林でとれる たけのこ です︒
とてもやわらかくて︑料亭などで出される高

木津川市から︑同じく京都の京田辺市にかけ

3 番目！
（93 人）

コピーをつけてみました！

時代の史跡が残っている明日香村で︑昔なが

大音では

取材を元に各県のキャッチ

らの風景が味わえることです︒外国人で移住

大音では 2 番目！
（275 人）

神戸は港町なため、
風通しもよくまた
落ち着きがあるお
しゃれな場所です。
あと、神戸出身の
人は、郷土愛が強
い人が多いかも！
の総監督の 横山由衣 さんの出身地

ある世界遺産の 春日大社 に電車ですぐ行け
ます♪

です！

木津川市の高の原という駅の近くに︑イオン

かも

モールがあるのですがその建物の中に 京都
と奈良の県境 があります︒全国でも珍しい

木津は、木の港という意
味で東大寺を建てる時に
必要な材木を集めた重要
な港だったことが地名の
由来です。京都市以外の
市にも魅力がたくさんあ
るので、目を向けてほし
いです！

Q2 おすすめスポット

して来る方も多いですよ！

いづみ姫

おいしい食べ物

奈良では お雑煮のおもち を取り出して︑き
なこにつけて食べます︒

（神戸市）

）
!?

Q4 変わっているところ
多い出身地！

兵庫県
（木津川市

京都府
A
K
B
48

Q3 自慢できるところ
大音では

強い港町～
A1

A2
A3
A4
A1
A2

（43 人）

～郷土愛が
A3

（37 人）

4 番目！

大学２年 ピアノ専攻
T.T さん

～
A4

A2

A3
A4

～県境の町
大学２年 ピアノ専攻
N.M さん

Q1 人に教えたい

滋賀県

奈良県

A1

滋賀県は空気がおい
しく星はきれいに見
えて住みやすいとこ
ろですよ！
大音では

奈良は山に囲まれて
いるため、空気もお
いしく落ち着いた雰
囲気があります。古
都の良さを感じられ
るとても素敵な場所
です！

県～
A1
A2
A3
A4

る県～

5 番目に
しかまろくん

質問内容

～びわこ
大学２年 声楽専攻
K.K さん

～自然と歴史あ
大学２年 ピアノ専攻
I.Y さん

C

o

l

u
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☆他の出身地の方の回答☆
●福井県

第5号

静岡に残る、交差点の演奏家

静岡編

●島根県
街中を歩いていると様々な音が耳に入ってきますよ

支援室からの お 知 ら せ

ね。たとえば交差点の歩行者信号機から聞こえてくる

ホームページから

音。実は静岡県の一部の交差点では《ふじの山》のメ

相談予約ができます！

ロディを聞くことができるんですよ。昔は全国的に《と

①ホームページにアクセス！

号機が多くみられましたが、現在は「ピヨピヨ」「カッ
コウ」のような鳥の鳴き声風の擬音式のものに統一さ

スマホ、PC
両方OK ！

れつつあります。大音のある大阪府にもかつてはメロ
ディ式の信号機がたくさんあったのですが、2007 年

●長崎県

Ｙさん

豚肉の角煮をやわらかいお饅頭にはさ
んだ、角煮饅頭という食べ物がありま
す。

Ｍさん

意外と多い出身地
北海道 7 人
東京 3 人
海外 14 人
など

もみじまんじゅうが有名ですが、レモ
ンとたこも有名ですよ！ 中四国最大
のイオンモールがあります。

北海道が多い
のはびっくり！
遠いところから
来てるんだなあ…。

http://ongakutokotoba.com/

ディ式の信号機が残ってい

②「相談予約」をタップ。

今回の取材で︑地元民だからこそ

知っている食べ物や︑変わっている

＠daion304

ことなどを様々な出身地の人に聞く

当日の空き時間など
はツイッターでお知
らせしています

ことができました︒今まで︑友人の

予約完了！

出身地について詳しく聞く機会がな

④予約完了メールが届きます。

かったけれど︑これを機に他の県や

一緒にフリーペーパーを作ってくれる学生記者を募集しています！

申し込む

市町村に対して興味が沸き︑行って

しまいそうですね。

ーム

︵篠澤・前田︶

いつい一緒になって歌って

約フォ

容

みたくなりました︒私たちも実際に

るメロディに合わせて、つ

相談内

それぞれの出身地について語り合う

んだとか…！信号機の奏で

相談予

氏名
学年

ことで︑地元の良さや魅力を再発見

ラスで流れる交差点もある

③予約したい日時をタップし、
予約フォームに記入。

しました︒アンケート︑取材にご協

じの山》。なんとフルコー

力してくれた皆さん︑ありがとうご

は静岡限定メロディの《ふ

ざいました！

相談予約

るんです。しかも流れるの

発行日：平成 29 年 9 月 15 日
大阪音楽大学 大阪音楽大学短期大学部 日本語ライティング支援室
H 号館 304 号室（内線 558） 相談受付：月〜金／ 10 時〜18 時
《MAIL》daion304@gmail.com 《TEL 》06-6334-2709（直通）
《 U R L 》http://ongakutokotoba.com/ （本誌バックナンバーも掲載中。）

Ｉさん

まとめ …

に完全廃止となりました。そんななか、静岡にはメロ

Ｋさん

伊勢神宮のそばにあるおかげ横丁と呼
ばれる場所があります。江戸から明治
の伊勢路の建築物が再現されていて、
三重の名産品のお店があるなど三重の
魅力が凝縮されているところなので、
ぜひ来てほしいです！

島根はテニスの錦織圭さんが生まれた
場所です！ 電車が一両しか走ってい
なかったり、バスが一日３便だけだっ
たりする…

●広島県

おりゃんせ》などのメロディが流れるメロディ式の信

●三重県

Ｒさん

福井にはイオンがありません！ が、
日本一幸せな県に認定されました！
新潟の人にコシヒカリは福井が生み出
したと言いたい…（笑）

