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関学周辺 ２つの「専門店」特集！

KG カッフェ製作委員会

アルバイトを活かして在学生が起業！

P.4 から



Econo Forum 21／March 2013 �

関学周辺 ２つの「専門店」特集！

KG カッフェ製作委員会

アルバイトを活かして在学生が起業！

P.4 から

関学生の経営する専門店 

Design Your Dream

P.8 から

卒業すれば社会人となる我々大学生。その先

の選択肢の１つである「経営」という道を選

んだ関学生がいます。そこで、今回は最近

できた２つのお店を紹介します。
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アクセス：〒663-8013

   兵庫県西宮市門前町 1－16 

営業時間：12：00～19：30(木・日)

ＵＲＬ

http://kgcaffe.jimdo.com/

概要：門戸厄神にある、とある小

さなコンテナ。そこでは、ＫＧカ

ッフェ製作委員会と呼ばれる学生

起業団体がコーヒー豆やコーヒー

を販売しています。

ＫＧカッフェ製作委員会

西宮下大

市郵便局

●

●

ガリバー

西宮店

←
→

紳士服

はるやま

西宮店

●

●

↑

ココ
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起業のきっかけ

起業したきっかけをオーナーの廣瀬さんに尋ねました。

『起業をしようと考えたきっかけは、西宮の方々においし

いコーヒーを飲んでもらいたいという考えがあったからで

す。私自身、スターバックスでアルバイトの経験があり、コ

ーヒーを通して人と関わることができたらな、という思いが

以前からありました。

その思いに、賛同してくれたスタッフと起業をし、私がオ

ーナーとして、現在 KG カッフェ製作委員会を運営させてい

ただいています。』

ＫＧカッフェ製作委員会の経営理念

お店のこだわり

「農園からお家まで」を実践！

お店で

焙煎
包装

お届け

オーナー

廣瀬詳さん(文・３)

◆原産地へ直接コーヒー豆の買い付け

◆注文して、その場でコーヒー豆を焙煎

◆関学生が買い付けから販売までの全工程を運営

買い付け
ブラジル

農園視察
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カフェモカ

１杯：４３０円

コーヒーの味わいのなかに、ココアの味わいがあり、

コーヒーが苦手な人でも、おいしく飲める一品。

コーヒーショップでのアルバイト経験で、腕を磨いた

店員が心をこめて作っています。(廣瀬さん談) 

１位：キャラメルマキアート  430円

カフェラテをキャラメル味のシロップで味付けし

た飲み物です。あたたかいカフェラテに甘いキャラメ

ルの味が混ざりあって独特の味を醸し出しています。

２位：カフェモカ  430円

エスプレッソコーヒーにチョコレートシロップ、ス

チームミルクがトッピングされたコーヒーです。

コーヒーが苦手な方でも飲みやすい一品です。ーが苦

３位：カフェラテ  380円

エスプレッソコーヒーにスチームミルクと、シンプ

ルな一品。すっきりした味わいがお好きな方にはおす

すめです。
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エスプレッソショット ＋５０円

エスプレッソを使ったドリンクに適用できる有料追加

メニュー。より濃く苦い味にすることができます。

コーヒー風味強め   無 料

コーヒーの風味を強めにすることにより、香り高く大

人なコーヒーが好きな方にはおすすめです。

フォームミルク多め  無 料

フォームミルク（泡）があるドリンクに適用できる追

加メニュー。よりなめらかな味わいをお楽しみいただけ

ます。

 KGカッフェ製作委員会では、兵庫県内の地域にイベン

ト出店をしています。町おこしイベント、大学祭等、あ

らゆるイベントへ出店し、コーヒーを通して、地域の方々

と交流しています。

もしかすると、あなたの町にも KGカッフェ製作委員会

が現れるかも…

『KGカッフェ製作委員会では、スタッフを募

集しています。おとなしい関学生、まじめな関

学生、起業に興味のある関学生を大募集！

コーヒーを通じて、コミュニケーションを図

りませんか？』

落ち着いた雰囲気の中で、KG カッフェ製作委員会の方と話しながら飲むコーヒー

は心温まるものでした。また、廣瀬さんの話は非常にコクがあり、味のある話で、聞

いていた取材陣一同驚かされることばかりでした。
みなさんもぜひ一度、KG カッフェ製作委員会のコーヒーをお楽しみください。
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チョコレート専門店『chocolatière  

DÉLICES moi』

アクセス：〒662-0813

           兵庫県西宮市上甲東園３丁目９－８

関西学院大学正門前すぐ

営業時間：11:00～19:00 

定休日：日曜・月曜・不定休あり

ブログ：http://ameblo.jp/delices-moi 

概要：関学正門前にある可愛らしいお店。

中に入ると、チョコレートやクッキーの

甘い香りに包まれます。
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２０１２年３月、関学前に新しくオープンした

チョコレート屋さんを紹介します！！

Q1.起業のきっかけは？

昔からの夢。

最初は就活で一般企業を探していましたが昔からの夢であったお

菓子屋さんになりたくて、ゴンチャロフの職人枠を受けました。一

般的に、職人の仕事は大学卒では雇ってもらえません。ですが、社

長さんが関学卒で、私の熱意が買われて特別に雇っていただきまし

た。６年間ゴンチャロフで働いた後、自分の店を持ちたいと思い、

会社を辞めて起業しました。

『ショコラティエール

        デリスモア』

実は、このお店を経営されているの

は関学商学部出身の方です！！

とても優しい女性のオーナーさん

ですよ♪

今回は、皆さんにこのお店のことを

もっとよく知っていただこうと思

い、インタビューに行ってきました

(^^)

オーナーさんにインタビュー
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Q2.なぜチョコレート屋なのか？

ケーキ屋さんはたくさんあるので

考えなかったですね。洋菓子の世界で

チョコレートの技術を学ぶのは難しい

とされていて、ゴンチャロフで学ばせて

いただいたことを活かしたかったから

です。

Q4.店名の意味は？

店名のデリス モアはフランス語。

造語のようなものですね。     

Q3.お店のコンセプトは？

いるだけで楽しい空間。

商品を選びながら、わくわくしてもら

いたいです。そのために、内装、商品

作り、並べ方には気を遣っています。

×   Delices moi  
最高の喜び   私    

           

「私にとって   

   最高の喜び」
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Q5.経営にあたって大切に

していることは何ですか？

自分をよく知ること。

私には、自分で商品を作りながら

売るスタイルが自分に合っている

と思います。Q6.お店を経営するうえで

苦労していることは何ですか？

時間の管理が難しい。

１人でお店をしているので、

体調管理は欠かせないです。

Q7.お店を経営するうえで、嬉しい

と感じる時はどんな時ですか？

直接お客さんからの感想を

聞くことができることです。

Q8.関学生にメッセージ

大学に入った頃は、将来について考える人は多いと思うけれど、

いざ大学生活が始まると忙しくて、結局就活を迎えてしまい、そ

こで改めて将来について考える人がほとんどだと思います。私は

それでもいいと思います。しかし、自分が進みたい方向性は早く

から決めておくほうがいいと思います。名が知れていて大きい企

業だからといって、その企業が自分に合っているとは限らないで

すよね。私の友達にも、一度は就職したけれど、そこを辞めて自

分の夢を叶えるために、専門学校に通い直す友達も本当に多いで

す。回り道をすることは、決して悪いことではないと思いますが、

回り道をしないに越したことはありません。今のうちから自分の

進みたい方向性を探しておくことで、回り道をせずに、夢に近づ

けると思います。
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木いちごとスイートチョコレートのガナッシュ

【木いちごの甘酸っぱさに加えて、スイートチョコレートの甘みがちょう

どいい具合に口の中に広がります】

ミルクチョコにビールを加えたガナッシュと木いちごの

ゼリーの２層ショコラ

【口に入れた瞬間、ビールの香りがほんのり広がります。

ビールが苦手な方でも大丈夫です】

    ホワイトチョコにキュウリ・ココナッツ・はちみつを

合わせたガナッシュ

【コーティングされたホワイトチョコと中身が合わさってまろやかで

落ち着いた味です】

ヘーゼルナッツとサクサククレープが合わさった濃厚で楽しい食感

【ナッツとクレープのパリパリとした食感が楽しめて、香り高いチョコレ

ートです】

※４品すべて 各￥１８０

※注意 紹介した商品は、２０１２年１１月現在のものであるため、

店頭に同じ商品がない場合がございます。あらかじめご了承ください。

+ Tasting report!!!

２０１２年

コンテスト入賞！！

２０１２年

コンテスト入賞！！
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☆ブログ

チョコレート以外にもケーキ、マドレーヌやクッキーなどたくさん

の商品があるので自分で食べるもよし♪プレゼントに渡しても喜ば

ること間違いなし♪

◇嬉しいクーポン券◇

！！非売品のチョコレートをプレゼント！！

《使用上の注意》

・本券１枚で１人のみ有効。

・プレゼントは一点以上商品をお買い上げの頂いたお客様に限ります。

・使用期限は２０１３年７月末までです。

・右下のクーポンを切り取って会計時に必ず提示してください。

《取材を終えて》

自分の進みたい道に向かって迷うことなく進み、夢を叶えられたオー

ナーさん。今回お話を伺って、どんな状況であっても自分を認め、信じ

努力し続けることで、夢は形になるのだと身をもって知ることができま

した。みなさんもぜひ、お店に足を運んでお気に入りのチョコレートを

見つけてみてください。

『ショコラティエール デリスモア』

について、もっと知りたい！

そんな方はぜひブログを

チェックしてみてください♪

美味しそうな商品がたくさん

紹介されています！！

Chocolatiere 

DELICE  iom S

クーポン券

2013 年 07 月末まで有効

作成者：佐野・吉川・阪井・坂井・重信
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…答えは P.49 まで

L et’s uzzlePlayP
Column

L.P.P

最近の研究で、子供の頃にパズルが好きだった人は偏差値の高い大学に入れるとい

う傾向が見つかっています。つまりパズルなら、楽しみながら、頭も鍛えることができる

ということです。さあ、柔軟な脳みそに、脳内ステージをパズルで一つ上げてみよう！

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

（ルール）ひと続きの 6 本の直線を使い

すべての点(4×4)を通過せよ

（ルール） 左の図１のように縦横各列に A,B,C を１つずつ、計３つの文字を入れよ。

(色のついたライン参考) 

なお、:枠の外のアルファベットはその方向から見た場合、最初に見える文

字を表している。

Puzzle.1 一筆書きパズル

記事・パズル作成：古田 航

Puzzle.2 カラープレイス

問題 B C A B A B

C B

B A

C B

A B

A C

C A

A B C A B A

図1 B A B C A A

A A B C C

B B C A A

C C B A A

C C A B B

B B A C C

A A C B B

A B A A C B

35
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講壇の上で講義をしてくださる経済学部の先生。私たちの前に立つ先生の姿を見ながら、「経済学の

何がおもしろいんだろう？」、「先生が一番幸せだった瞬間はいつ？」、「今の日本のことをどう思ってい

るの？」、一度はそんな疑問を持った人もいるのでは？

先生の素顔を知る機会は学生にはなかなかないと考え、先生方に少し変わった質問もしてみました。ア

ンケートの中で先生同士の投票も行い、「○○な先生ベスト３」コーナーを作りました。あの先生の意

外な一面が明らかに！？

先生の素顔
～授業では見せない意外な一面に迫る!!～

あなたは

知ってる？？

Q．今の日本のダメなところを教えてださい。

自分も含めて今の日本

人は迫力がないですね。

それと自己卑下するとこ

ろも気になります。

（山田先生）

「内向き」であるところ。

若い人が「希望」をもて

ない雰囲気があるとこ

ろ。低成長でも、人口減少

社会でも「幸福」は望める

はず。 （新海先生）

「尊敬できる、魅力的な

政治家がいたらいいの

に」と思います。

（森田先生）

大学時代の恩師が「いわ

ゆる Vision というもの

がないことが、現代の問

題」とおっしゃっていた

ことを少し実感してい

る。 （長谷川先生）

編

企業、行政機関、大学等、

多くの組織でリーダー

が責任を取らないこと。

（土井先生）

何事につけて日本全体

が東京色に染まってい

くのが我慢ならない。一

極集中の危機意識をもっ

と強く持たないと。

（林先生）

教壇
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Q．経済学がおもしろいと思う理由を教えてください。

経済学はお金を扱う学問

ではなく、お金を媒介に

した人間関係を学ぶ学

問である。

（井上先生）

対立する考え方が、時代

によって攻守逆転する

という経済思想の歴史の

流れから、いろいろと学

ぶこと。

（松本先生）

経済学には、分析対象であ

る「経済現象」から離れた対

象にも、「筋道を立てて」理

解するために使える「文法」

のようなところがあるから。

（新海先生）

経済事象だけでなくそ

れ以外の様々な事象も

分析できるから。

（西村先生）

インセンティブという一

つの視点を通して、様々

な社会現象や制度の本質

的な部分をとらえること

ができること。

（田畑先生）

経済学の完成された理

論というものは、それだ

けで美しいと思います。

（東田先生）

いろいろな立場の人物

や彼らの繰り広げる論争、

いわば『三国志』のような

ドラマに見える「経済思想

史」や「経済学史」が好き。    

（本郷先生）

経済学は、人間とその人間

が構成する社会におけるも

ろもろの事象の背景に隠れ

ている「真実（らしきもの）」

を明らかにしてくれる。

（利光先生）

生活のすべて関わると

ころが面白いと思って

います。

（田先生）

編

私たちにはまだ見つけられていない経済学の魅力をたくさん教えていただき

ました。おもしろいと感じるところがあれば、大学での勉強を頑張ることができ

るはず！ 上に示したような先生の回答を頭において授業を受けてみると、あな

たなりの経済学のおもしろさの答えが見つけられるかもしれませんね。
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編
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先生が今までの人生で一番、幸せを感じたエピソードは何ですか？

編

昔、1000個の「LOVE」

が書かれた手紙を、手作

りの封筒に入れてプレゼ

ントされたこと。

（田先生）

研究室のメンバーが私たち夫婦

にリーガロイヤルのスイートル

ームの宿泊をプレゼントしてく

れたこと。部屋の窓から眺めた中

之島の夜景はなかなかなもので

した。     （林先生）

長期間の訓練によって修得し

たフランス語の「アール」（R）

の発音を確認しながら、はじ

めて孫娘と手をつないで休日

に散歩した時。  

（篠原先生）

子どもが無事に生まれて

来た時。生後 10秒位で、元

気に泣く娘を初めて抱かせて

もらった時の感動は、今まで

で一番幸せを実感した瞬間。

（小林先生）

博士課程３年の秋、専任講師の内

定の連絡をもらった時。研究者に

なれなかったら、税理士になろう

と思っていたが、自分の可能性に

賭けていた。その夢がかなった瞬

間。 （上村先生）

留学して第２の故郷が

できたこと。

（西村先生）

意識してタネを蒔いておいたこ

とが実際に結実した時と誰も気

にしないようなところに多くの

可能性が潜んでいるということ

を自らの経験を通して確認でき

た時。 （大洞先生)

誕生日のプレゼントに、パリの

シャンゼリゼ劇場でロッシー

ニの『ラ・チェネレントラ』を

観たこと。あの夜ほど、興奮と

感動と幸せを一度に感じたこ

とはなかった。 （藤田先生）

関西学院大学経済学部に

合格したこと、自然豊かな

青森の大学に教員として

就職したとき、妻と出会

い、３人の子どもに恵まれ

たこと。 （本郷先生）

フィンランドのログハウ

スに泊まり、満天の星空を

見上げた時。静寂の音、「サ

ウンド・オブ・サイレンス」

を聴くことができた。

（野村先生）

自分の書いた論文が海

外専門雑誌にアクセプ

トされて掲載されたこ

と。

（利光先生）

非日常的な空間と時間に

身を置いて、ボーっとし

ている時が、一番幸せか

もしれません

（東田先生）

。
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先生がこれから挑戦したいと思っていることは何ですか？

料理三昧。

それが、生きる楽しみ

（井上先生）

退職後に東南アジアへ移

住。東南アジアの雰囲気、

食事、特に南の島のビー

チで終日ぼーっと過ごす

のが好きだから。

（上村先生）

も う 一 度 、 TOP TEN

JOURNAL に学術論文を掲

載したい。息子たちも含め、

自分が死んだあとにも、自分

の書いた論文が読まれると

思うから。 （新海先生）

ワインアドバイザーの

資格を取ること（ただの

呑兵衛からの脱却）。

     （西村先生）

ルパンになりたい。より

自由に生きることに挑戦

したいです。ちなみに、

五右衛門と次元は募集

中。

     （東田先生）

チェロを勉強したい。音

楽がない生活など考え

られない。

（藤田先生）

とりあえず海外で学会報告

すること、海外の雑誌に論文

を投稿すること、が４０代の

課題です。人間、常にチャレ

ンジャーでなければ、成長が

止まります。 （本郷先生）

子育て・・・今から取り

組まねばならない大仕

事だから。

（長谷川先生）

海外専門雑誌のトップ５

のうちのひとつに自分の

書いた論文が掲載される

こと。そのために、経済学

研究を目指してきたから。

（利光先生）

引退したら家内と桜前線

を日本列島の南から追い

かけ、紅葉前線を北から

追いかける、という旅を

してみたいものです。

（平山先生）

研究者として海外の雑誌に論文を掲載したい

という夢や研究者としてではなく、第二の人生

をより楽しいものにするために具体的な計画を

立てている先生が多かったです。自分がどうな

りたいのか、どんな人生を歩みたいのかという

目標が明確であれば、それに向かって努力して

いけるはずです。学生のみなさんも今一度、自

分のやりたいことを考えてみては？

。

TEN
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先生の工夫したデートプランをお聞きしました！！

じゃんけんで乗る電車の方向を決めたりします。

・・・じゃんけんで決めるとは、何とも斬新ですね(笑) 

でも、計画を立てずにデートすることも素敵だと思います！！！

妻も僕も食べることが大好きなのでどんな場所に行っても

その土地の美味しいもの美味しいお店を探すことに

命をかけました(笑)

あとは、特に何の名所もない地方都市の商店街をそぞろ歩きするのは、

意外に楽しかったです。

・・・小林先生はたくさんの美味しいお店を知ってそうですね！

是非今度、オススメのお店を紹介して下さい！！！

観光名所をうまく線でつなぎ食時間帯にちょうどおいしい

お店の辺りを通るようにするなど、点と線をつなぐパズルのような感じ。

しかし時間とお金を消耗する割には、成果は少なかったです。

大学院に入って以降、成功率が多少上昇したのは、おそらく当時は

「大学院」が一種のブランドとして作用したからだろうと思います。

世の中、そんなもんです（笑）

・・・「世の中そんなもん」なんて、本郷先生！悲しいことを言わないで下さい！！笑

奈良公園。つきあっていた女性が奈良の人。完全アウェーなので相手に任せればよいの

に、いろいろ考えすぎて沈没。（山田先生）

・・・残念ですね(笑)次は山田先生の得意な場所に行って下さいね！！

ディズニーランドに行く約束をして、「開門と同時にダッシュしよう！」ってことになっていま

した。僕のアパートからディズニーランドまで、２時間弱かかるところに住んでいたのですが、待ち

合わせ時間に起床。後輩を呼んで留守番＋電話番をさせ、彼女さんから電話がかかってきた

ら「今、出ました！」と蕎麦屋の出前みたいなことを言わせました。（東田先生）

・・・東田先生。時間は守らないとだめですね(笑)でもやっぱり発想が素敵です！！さすが東田先生！

東田先生

小林先生

本郷先生

失敗談…
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話し上手な先生

1位 村田先生

2位 田中先生

  舟木先生

お酒が強い先生

1位 藤井(和)先生

2位 猪野先生

3位 新海先生 奥さん or旦那さん思いの先生

1位 猪野先生

2位 原田先生

3位 松枝先生

ユーモアがある先生

1位 根岸先生

2位 平山先生

3位 豊原先生

○○な先生 ベスト３

先生方の意外な一面は見つかりましたか？プライベートな質問を始め、様々な質

問に回答して頂きました。ページの都合上、すべての回答を紹介することはできま

せんでしたが協力して下さった先生方ありがとうございました。この記事を見て気

になった先生がいたら仲良くなってみませんか? 

作成者：飯塚、尾崎、山下、若林、初田
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ECOSEMI®

真剣ゼミ

２ 生講座

どうしよう…
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秋学期から始まる「研究演習」、通称「ゼミ」の選考は毎年 5月

からスタートします。

ゼミ希望の皆さん!!ゼミ選考のための準備はできていますか？

…おや？ここにもゼミを希望する学生が一人。ゼミ選考に悩むＡ

君と先輩Ｄさんの話を聞いてみよう！

 

ゼミ紹介の注意事項

・2013年度不開講のゼミも
あります。

・あくまで参考ですので、で

きるだけ多くのゼミ説明

会に参加しましょう。

・ゼミ紹介は 2012年度研究
演習Ⅰの学生に作成して

いただきました。

・ゼミ費用はおよその目安で

す。

・2011 年 9 月～2012 年 9
月までの数字です。

悩んでいるなら今がチャンス！ 

→
→

→
→

↓
↓※必ず「授業科目履修心得」をCHECK！

確
認
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ゼミデータ

 [男：女] 10：10

[ゼミ費用] 約 70,000円

[ゼミカラー] 虹色

財政学

ゼミデータ

 [男：女] 9：1

[ゼミ費用] 約 40,000円

[ゼミカラー] 青色

労働経済学
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ゼミデータ

[男：女] 1：1

[ゼミ費用] 約 50,000円

[ゼミカラー] 23人 23色

ゼミデータ

 [男：女] 6：4

[ゼミ費用] 約 20,000円

[ゼミカラー] 土色

日本経済と経済政策

産業構造論
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ゼミデータ

 [男：女] 13：8

[ゼミ費用] 約 200,000円

[ゼミカラー] 栗色

開発経済学

ゼミデータ

 [男：女] 12：1

[ゼミ費用] 約 10,000円

[ゼミカラー] グレー色

マクロ経済学
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ゼミデータ

[男：女] 7：5

[ゼミ費用] 約 40,000円

[ゼミカラー] 虹色

ゼミデータ

[男：女] 9：0

[ゼミ費用] 0円

[ゼミカラー] 男色

金融

国際経済学
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ゼミデータ

[男：女] 4：1

[ゼミ費用] 10,000円

[ゼミカラー] 青色   

ゼミデータ

[男：女] 2：0

[ゼミ費用] 30,000円

[ゼミカラー] 赤色   

ミクロ経済学

ゲーム理論
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ゼミデータ

[男：女] 13：10

[ゼミ費用] 40,000円

[ゼミカラー]  オレンジ色

ゼミデータ

[男：女] 15：13 

[ゼミ費用] 25,000円

[ゼミカラー] 黒色   

航空/鉄道/インフラ

財政学
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ゼミデータ

[男：女] 3：2

[ゼミ費用] 15,000円

[ゼミカラー] 虹色   

ゼミデータ

[男：女] 19：1

[ゼミ費用] 0円

[ゼミカラー] 灰色   

コンピューター統計

日本経済・統計学
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ゼミデータ

[男：女] 11：6

[ゼミ費用] 45,000円

[ゼミカラー] 緑色

ゼミデータ

[男：女] 4：2

[ゼミ費用] 60,000円

[ゼミカラー] 十人十色   

文化と社会の経済学

資源経済学
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ゼミデータ

[男：女] 19：6

[ゼミ費用] 30,000円

[ゼミカラー] 照柿色

ゼミデータ

[男：女] 9：2

[ゼミ費用] 15,000円

[ゼミカラー] オレンジ色   

金融

国際金融

ＮＯ

ＩＭＡＧＥ
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ゼミデータ

[男：女] 5：1

[ゼミ費用] 20,000円

[ゼミカラー] 白色

ゼミデータ

[男：女] 13：15 

[ゼミ費用] 50,000円

[ゼミカラー] 緑色

経済史

地方財政
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ゼミデータ

[男：女] 1：1

[ゼミ費用] 60,000円

[ゼミカラー] 十人十色

ゼミデータ

[男：女] 13：6  

[ゼミ費用] 38,000円

[ゼミカラー] 緑色

環境経済学

景気予測
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コラム「パズル」の答え

puzzle.1                                puzzle.2 

皆さん、正解できましたか？

[男：女]   19：1    

[ゼミ費用]   0円   

[ゼミカラー]  灰色    

都市経済学

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

解答 B C A B A B

C C A B B

B B C A A

C C A B B

A A C B B

A A B C C

C C B A A

A B C A B A

p.14



旅行で行ってみたい場所 BEST３！

学旅
K.G.

時間がある大学生のうちに

いろんなところを旅しよう！！

３，４年生

に聞いた！

～Have a nice trip!!～

沖縄

北海道

東京

イタリア

ドイツ

フランス
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国内で最も人気だったのが沖縄県!! 国内でも南に位置していますので、一年中気温が

高く冬でも寒くないので過ごしやすいというのが人気の理由の一つではないでしょう

か。また、兵庫県や大阪府からは飛行機でたったの 2時間程度。こんなに気軽に南国に

行けるなんてとっても素敵ですよね。大小さまざまな島もあり、ここでしか味わえない自

然があります。夏休みに訪れたい場所です！
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約 2000 年前に建てられた巨大建造

物。日本ではまだ縄文時代であったこ

ろ、5万人も収容できる施設を建造でき

たローマ帝国とはどんな文明であった

のかを想像しながら見学してみてくだ

さい。ここで見るものは、きっと今ま

での価値観を変えてくれるでしょう。

ぜひ、訪れてみてください! 

POINT★

コロッセオから 15分程歩けば、イタ

リア人お墨付の手打ちパスタを食べら

れるお店があります。お店の名前は

「ラ・タベルナ・デイ・フォリ・インペアリ」

狭い路地にある小さな家族経営のお店

で、とても暖かみのあるお店です。パパ

さんが現役で手打ちパスタを作ってい

ます。どのパスタも本当においしいです

が、特にカルボナーラは絶品！値段もリ

ーズナブルです。英語で接客もしてくれ

るので安心ですよ。

アンケートから、大学生のうちに「行ってみたい!!」という意見が最も多かったヨー

ロッパ。その中でも、料理がうまい、世界遺産の宝庫などといった理由で、ダントツ

で人気だったのがイタリア！

歴史的な背景があり有名な「永遠の都ローマ」。ぜひ行ってほしいということで、エコ

ゼミ委員おすすめのスポットをここで御紹介します！
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おすすめの観光スポット第 2 位はトレ

ヴィの泉です。特におすすめしたいのが、

夜のライトアップされたトレヴィの泉で

す。夜の泉はなんとも幻想的なんです！

訪れる際はぜひ、夜に行ってみてくださ

い♪

POINT★

トレヴィの泉を背にして左側の角２

軒のジェラート屋さんがオススメで

す。２種類の味が楽しむことができ、

一番サイズが小さいものだと、たった

２ユーロです。特にジェラートのピス

タチオ味が格別です！

ここからはローマの素晴らしいパ

ノラマを眺めることができます。夕

暮れ時はとてもロマンチックで、恋

人同士で訪れるのもおすすめです。

POINT★

丘の上ではメリーゴーランド、ポニー乗

馬、人形芝居などのアクティビティもありま

す。展望台になっている広場の下には大砲が

隠れていて、毎日１２時にドン！という音と

ともに発砲されます。ぜひ見に行ってみては

いかがでしょうか？
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経済学部生アンケートの貰って嬉しいお土産でも断トツ人気だったのが食べ物でし

イタリアの食べ物でお土産にピッタリなものを紹介していきます！た。

ローマのお土産と言えば、定番中の定番、パスタ。

おみやげ物屋さんではなくても、スーパーに大量に売ってい

るのでそちらの方がお得です。

小瓶タイプのオリーブオイルです。見た目がかわいい

だけでなく、本場の味を楽しむことができ、値段も安

いので一石二鳥以上ですね！

イタリアのスウィーツブランド BABBI（バッビ）のチョコレー

トはおいしいと有名で、一粒で高級感があるチョコレートです。

お土産で喜ばれること間違いありません！

イタリアは、生産量・海外輸出量共に、お隣のフランスと世界第

1位・2位を争うワイン王国。全国 20あるすべての州で、ワイン

が作られています。ぜひ、本場の味をお持ち帰りしましょう！

ローマでは食卓に欠かせないペコリーノ・ロマーノ など、日本

で買うととても高いチーズも、現地のスーパーなら食卓価格。

ペコリーノ・ロマーノなら 100ｇあたり 1.30ユーロ位（170円

位）で購入できます。チーズ好きにはたまりません♪

ワインは１人、３本までしか国内に持ち込めません。それ以

上持ち込む場合は、１本約 200円の税金がかかります。

食べ物以外でも、ガラス細工や伝統工芸品、生活雑貨やちょっとしたアクセサリーなどもデ

ザインにこだわっているのでオススメです♪

最後に…私たちが行ったアンケートでは、「旅行先独自の変わった食べ物」はお土産として

あまり人気がなかったので気をつけましょう！
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ドイツ

オススメの観光スポット第 1位は、高さ

157m の尖塔をもつケルン大聖堂です。

2007 年に設置された、ゲルハルト・リヒ

ターによる 72 色のステンドグラスがとっ

ても綺麗です。

ランキング

１

２

３

ケルン大聖堂

マリエン広場

2 月のケルンでは大聖堂と一緒にカーニ

バルが楽しめます。ケルンの名物、地ビー

ルもぜひ飲みたいところです。

ケルン
大聖堂

ということが人気である理由です。卒業旅行にも初めて海外に行く人にもオススメのドイツ。

今回はエコゼミ委員がぜひ行ってみてほしい 3つのオススメスポットをご紹介します！

ノイシュヴァン
シュタイン城

観光スポット

ランキング

アーバン・キッチン

フランクフルト

駅から５分！

経済学部生に人気のヨーロッパでイタリア

に負けずと人気だったのがドイツ。自然が綺

麗なのに加え、“ドイツ人は観光客に優しい”

POINT★
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POINT★

お土産はなるべく実用的なものを！ お酒や少し高級

＆珍しいチョコ、美容グッズは人気のようです。

ドイツ GOODS
色々な観光スポットをみてまわるのも楽しいけれど、“旅行の楽しみはやっぱりお土産選び！”と

いう方もいるのでは？ 迷ったらこれ！ 人気のドイツお土産をご紹介します！

★白ビール★
苦味が少なく清涼感があり、独自の芳醇な香りが特徴の白

ビールは、世界中の愛好家から称賛されるおいしさ。グラス

に注いだ時に、ビール８：泡２の割合がベストだそうです。

★メルシー・ゴールドチョコレート★
世界85ヵ国で愛されるドイツのストーク社から、ミルク、

ヘーゼルナッツなど８種類の味をひと箱に詰め合わせて

お届けする、贅沢なチョコレート。

※オーガニックとは「有機的な」という意味で、農薬や化

学肥料を使わずに農作物や植物などを作ることをいいます。

★自然派コスメ★

「環境先進国」といわれるドイツでは、オーガニックコス

メへの注目も高く、多くのブランドが存在します。

知ってた？ みんなの本音！

貰っても嬉しくない

意外なお土産……。

キ

ホ
ル
ダ

ス
ト
ラ

プ
含
む

経済学部生に“貰って嬉しくないお土産は？”と聞いた

ところ、意外と多かったのがご当地系のキーホルダー。嬉

しいと答えた方もいましたが、注意が必要のようです。

番外編
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お金の“貯め方”

私たちは今回のテーマが「関学のリアルをリサーチ」ということで、関学生を実家か

ら通っている学生と一人暮らしをしている学生に分け、一人暮らしの学生に注目してみ

ました。一人暮らしの悩みと言えば家事や炊事、洗濯などなどありますが、やはり一番

悩むのはお金！

そこで私たちは節約という形でこの問題の解決方法を提案したいと思います！一人

暮らしの学生、特に一人暮らしを始めたばかりで、何をどうしたらいいかわからない！

という１年生にオススメです。

自炊でしっかり

節約しよう！

一人暮らし節約マニュアル

“使い方” 

「お財布を救う！？」

一人暮らしを始めたあなたへ



すぐ使わない肉や魚は小分けにし

て冷凍庫へ。冷凍することで 2 週間

から 1 か月ほど保存できます。

冷蔵庫の注意点は 2 つ。1 つ目は冷

の蔵庫の中の量です。あまりぎゅうぎ

ゅうに詰めすぎるよりも、ある程度ゆ

とりを持たせた方が節電になります。

2 つ目は冷蔵庫の

開け閉めです。

冷蔵庫を開けて

献立を決めるの

ではなく、献立

を決めてから開け

ましょう。

一度に大量に炊き、一膳ずつに小分けにして、冷凍しておきましょう。おい

しく食べるためのコツは炊いた後すぐに冷凍すること。

冷凍するときは、サランラップで包むか、市販されている一膳ずつの容器に

入れるなどして、冷凍してください。

余熱をいかに上手に使うかということで

す。下茹でをするときや麺をゆでる時などま

だ少し茹で足りない状態で火を止めてしま

い、そのまま少しおいておきます。

また、料理を大量に作って冷蔵・冷凍しま

しょう。カレーやミートソース、そぼろ、ひ

じきの煮物、下茹でした

ほうれん草など、様々な

ものを大量に作って

保存し、ガス代・

時間・手間の節

約をしましょう。

ただ冷凍するのではなく下味をつけて、成形しておけば、味が決まりや

すく、調理時間も短縮！

生姜風味の豚こま切れ肉⇒チューブの生姜、酒、醤油、サラダ油

みそ風味の豚こま切れ肉⇒みそ、みりん、サラダ油

ミートボール⇒ひき肉、小麦粉、塩
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学校で週 4 日昼食をとると考えると、

1か月に 1600 円以上の節約をすることが

できます。晩ご飯を多めに作っておいて、

残り物を詰めるのが続けられる秘訣。

弁当箱は品数が少なく

て済み、詰め方も考えなく

ていい、仕切りの付いた一

段の弁当箱や、保温・保冷

機能の付いた小分けにで

きるものがオススメ！

安売りがいつ行われるかを知り、

安いものを買うことが食費節約の

第一歩です。新聞を取っていない人は

Shufoo!やオリコーミオ！といった

近くの店舗のチラシを見られるア

プリがおすすめ。

1 週間ごとにおよその献立をたて、それに

必要な食材をメモします。それによって無駄

な食材、使いきれない食材をなくすことがで

きます。まずは冷蔵庫の中身をチェック。残

っているものを使い切るような献立をたて、

足りないものだけを買います。

メモしたもの以外を買わないように

することが重要!! 

安くて簡単に作れる料理を何品か

覚えておくと、時間がないときや、急

な出費でお金が足りない時などに便

利です。次ページの簡単レシピも参考に

家の中で、簡単にできる節約方法をいくつか紹介します。

ぜひ、あなたの生活に役立ててください。

してみてください。
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簡単!!おすすめ料理 前のページでいろいろな節約方法を紹介して

きましたが、それらの節約方法を実践しても 1 品

1 品にかかる値段が高ければ効果はありません。

ここでは、安く、簡単にできる料理を紹介します。

作成者：上野・北川・伊藤・小林・谷口
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☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆

☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆

                              

みなさん「塩麹」という言葉は聞いたことあるのではないでしょうか？

でも、いまいち何かわからない！そんな人必見!! 

そもそも「塩麹」がこれほどまでにブームになったきっかけは、創業 300 年

を誇る麹の老舗「糀屋」女将さんが塩麹を気軽に使えるようなレシピを考案し

たことです。そして、料理研究家の人たちの間でうわさとなり、2011年から雑

誌やメディアにとりあげられブームとなりました!! 

1 乾燥麹(200ｇ)を細かくほぐしてボウルに入れ、塩(60ｇ)を加え、全体に

なじませるように混ぜたら水(300cc)を加えて、さらにさっくりと混ぜ合

わせる。

2 1 を大きめの密閉容器(タッパー)に移して表面を平らにならした

ら、ゆるくフタを閉めて常温に置く。(2～3日に 1度かき混ぜる)

3 常温のまま 1週間から 10日ほど放置して熟成させれば完成。
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☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆

☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆

塩麹を使った簡単レシピ＜塩麹焼きそば＞

材料（1人分）

焼きそば玉     1玉

豚肉      30～40ｇ

キャベツ     60g

ネギ        適量

塩麹         大 1～2 

酒       大 1～2 

ブラックペッパー 適量

1 野菜・肉を切る

2 フライパンに

豚肉を炒め、野菜も炒め

そば玉をほぐし入れる

3 酒・塩麹を入れ、

ブラックペッパーで

味を整える

塩麹のここがスゴイ！！

◇食品を柔らかくする！

塩麹のタンパク質分解酵素がそれぞれの食品のタンパク質を分解して

食品を柔らかくしてくれる。

＊塩麹のタンパク質分解酵素は熱に弱いので塩麹を肉にまぶしてすぐに

炒めることは避けたほうがよい。（20分程度は置いておく）

◇旨味が増す！

タンパク質がアミノ酸にかわ

り旨味が増す。

◇塩分摂取量を抑えられる！

食卓塩より、塩分とうまみ成分が多く

塩の代わりに使うことで塩分の摂取量が

抑えられる。

＜作り方＞

記事作成：臼井

◇便通が良くなる！

発酵菌は腸内の細菌のバランスを良くする。

整腸作用も出てきて便通も良くなる。
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＜みなさん、ゼミ合宿ってどんなことをするのか知っていますか？＞

そもそもゼミ合宿とは、２年生の秋学期から始まるゼミの行事の一つで、３分の２のゼミが行って

います。ゼミ合宿ってどんなことをするのか、特に 1、2年生は気になるのではないでしょうか。そこ
で、３・４年生のゼミ生全員にアンケートをとりました。その中でエコゼミ委員が PICK UP したものを
紹介していきたいと思います！

エコゼミが考える
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1・2年生はゼミ合宿がどういうものか、3・4年生は、他の合宿がどのような場所に行きイベントをしている

のか知っていただけましたか？

ゼミ合宿にもそれぞれのゼミのカラーが出ていますね！

ゼミ合宿はまとまった時間を勉強に費やすことができ、観光も含む遊びなどを通じて、ゼミのメンバーとの

つながりを深めることができる良い機会となっています。みなさんもぜひゼミ合宿を通じて、自分たちのゼミ

の色を見つけ、たくさんの思い出を作ってください！

（ ）
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作成者：萩野

オープンキャンパスに来

られた学生や保護者の方の

質問に学生目線の意見を

お伝えしています。新入生

の中にも相談したことのあ

る人がいるのでは？

インゼミ大会エコノフォーラ
ム

会

教室の割り振り、

模擬ディベート、

ゼミ連絡 、当日の

進行・司会、各部屋の

監視を行います

来校者の誘導・案内、司

会・進行、各部屋の監視を

行います。2013 年度は関学

で開催されます。
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◇メンバー紹介◇

○４年生

馬谷 美羽 喜 多 舞 小林 耕平 藤本 三智姫 御子柴 嵩 安武 祐輝 横内 誠史

吉田 奈央

○３年生

飯塚 和都子 上野 舞子 大神 汐里 尾崎 真代 北川 恵美 吉川 侑里 倉橋 佐知

佐野 栞    下中 莉沙  出崎 絢香  古田 航    牧 真奈美                     

○２年生

伊藤 康太 大山 佳純 小川 瑠璃 小林 美菜 阪井 菜摘   須見 拓也 関原 茜   

原田 貴大    福原 直樹  山下 亜弓   若林 誠一

○１年生

臼井 千紗 織田 美智子 阪井 正浩 坂井 雄貴 重信 亮介 谷口 紀章 萩野 沙紀  

初田 美有  藤田 靖恭  吉田 綾乃

○顧問   ○事務職員   

東田 啓作   白坂 建

編集後記

今年度のエコノフォーラムのテーマは「意外と知らない関学のリアル」でした。

特に、経済学部に焦点を当て、経済学部生のみなさんに知っていただきたい記事を

集めました。特集では、経済学部の教授の方々の知られざる素顔に迫りました。授

業では見せない意外な一面を見ることができ、先生方への印象が変わった方もいら

っしゃるのではないでしょうか？普段はあまり話す機会のなかった先生方とも、こ

の記事を通してお話しをするきっかけにしていただければと思います。

今回の記事作りでは、インタビューやアンケートをいただいた方からの声を記事

としてそのままみなさんにお届けする難しさを知りました。言葉だけでなく、その

方の想いも記事を通してみなさんにお届けできていれば幸いです。

今回、エコノフォーラムの作成にあたり、ご協力いただいたみなさま。

ご協力ありがとうございました。

  エコゼミ委員会一同
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