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ま え が き

社会言語学の研究対象のひとつに｢集団語｣がある。近年、集団語や若者ことば、

特に大学における｢キャンパスことば｣についてまとめたものが多く見られるように

なった。それらの先駆けとなり、充実した内容を見せるのが、『専大生キャンパス

ことば事典(第２版)』(1990年度版、編集責任者:永瀬治郎)であろう。また月刊 言・

語 (大修館書店)には、米川明彦氏｢すきやねん若者語辞典｣が連載中(92年４月号ま・

で)、92年５月号からは吉岡泰夫氏｢おもしれーけん若者語｣が連載予定である。

甲南大学文学部国文学科の専門科目として都染が担当する｢国語学特殊講義(1990

年度後期、1991年度前期に開講)｣では、社会言語学をテーマに講義を行なったが、

｢キャンパスことば｣に重点をおき、言語研究における位置付けや捉え方を考えてき

た。東の専修大学に対し、西の甲南大学の資料をまとめることは、｢キャンパスこ

とば｣の発生・伝播・分布を解明する糸口になることと思われる。そこで、今回こ

のようなかたちで『甲南大学キャンパスことば辞典』を刊行することにした。

講義受講者の内省を中心に｢キャンパスことば｣の収集を行なったが、1991年度国

語学概論(都染担当)の受講者約100名(１年生が過半数を占める)にも、｢甲南大学に

入ってから覚えたことば｣というレポート(５月実施)として収集に協力してもらっ

た。 一方、甲南大学生の８～９割が大阪府・兵庫県出身者であることから、両府

県の全高校について略称調査を試み、その資料を付録として収める。

語ごとのカード作りは受講者全員で行なったが、カードの整理は山口洋子さんと

久合田朗君に、本書をまとめるにあたって、原稿のワープロ入力は久合田朗君に、

本文中のカットは山口洋子さんにお願いした。それらの各段階で、都染はチェック

・校正を行なってきた。もし本書に誤り等があるならばその責任は都染にある。

講義の受講学生が文学部生のみであったことから、まだまだ全学をカバーするに

は至らないが、今後改訂を重ね、より充実したものにしてゆきたいと考えている。

甲南大学生をはじめ、多くの方々から御意見・御感想をいただければ幸いである。

1992年３月20日
つ ぞめ

甲南大学文学部講師 都染直也



凡 例

・見出しは表音的カタカナ表記で、五十音順に配列する。例：パンキョー

・アクセントは●・○で[ ]内に表示する。●は高く発音される拍を、○は

低く発音される拍を、 は内部において下降を伴う拍を表わす。

・複数のアクセント型がある場合は[●○○、○●●]のように示す。

・アクセント欄が[○○○]、[○○]のようにすべて○になっているものは、型

が不明のものである。ただし、[○○]が低低を表わす場合はその旨記した。

・語義が複数のものは①②…で示す。

・＝は、同義語を示す。例：マクド＝マック

同義語として示された語には、項目として収録されていないものもある。

・ は、関連項目を示す。例：ロクアイバス ナンジョバス· ·

関連項目の指示は常に対応しているわけではない。

・ は、用法・語源など、各種の情報を示す。‡

・甲南大学に限らず、他大学のキャンパスことばも収録している。

・京阪神以外の方言も収録されているが、クラブ・サークルなどで｢仲間こ

とば｣的に使用されているものである。

★付録として、大阪府・兵庫県下の高等学校の略称を収める。

ただし、蔑称的と思われる略称については、収録しないことを原則とする。

講義受講者 (90年度) (91年度)

勝山登志子(国文学科４年) 山 口 洋 子(国文学科４年)

久合田 朗(社会学科４年) 兼 田 博(国文学科３年)

金 谷 弥 生(国文学科３年) 川 村 吉 明(国文学科３年)

川 崎 美 奈(国文学科３年) 柳 川 一 芽(国文学科３年)

山 口 洋 子(国文学科３年) 西 村 賢(国文学科２年)

松 井 信 子(英文学科２年)

久合田 朗(研究生)



アー [●●] 芦屋にある｢あかさたな｣というラーメン店。

アイスミティー [●●●●○○] アイスミルクティーの略。 →ミティー、レ

ティー、アイスレティー

アイスレティー [●●●●○○] アイスレモンティーの略。 →ミティー、レ

ティー、アイスミティー

[●●●●●●○○○] 眼中にないこと。マンケンで使用。アウトオブガンチュー

｢あいつなんかアウトオブガンチューじゃ！｣ →マンケン

アカンタレ [○○○●○] ダメなやつ。

アクエ [○●○] 清涼飲料水の｢アクエリアス｣。→ポカリ、リアゴ、

リポディー、オロシー

アサイチ [○●○○] ①第１時限から授業に出ること。②またはその授

業。③クラブ等で早朝練習の時間に出ること。→ヒルカラ、ゴ

ゴイチ、シューイチ

アシホ [○●○] ①芦屋の宮川沿いにあるロイヤルホスト(ファミリ

ーレストラン)。＝ミヤホ ②深江の籾取交差点のロイヤルホ

スト。＝モミホ →スミホ、ロイホ

アジャ [○○] ライフル射撃部で使用。銃の照準装置のしぼり(アジ

ャスター)の略称。

アスレバッチ [○○○●●○] 体育会所属の学生が学生服に付ける襟章。学

年によって色が異なる。

アツイ [●○○] ①ホットな話題。②または、そういう話題を持って

いる人。←主として恋愛に関する話題において用いられる。

アフター [●●○○] クラブやサークルなどの活動の後で、夕食などを

一緒に食べに行くこと。

アベシャ [○●○] アベック写真。

アマ [○●] 尼崎(地名)。

アマホー [○○○○] 尼崎と宝塚を結ぶ道路。

アメカン [○●○○] ①アメリカンフットボール部。②競技としてのア

メリカンフットボール。←周辺の大学ではアメフトという。

＝アメリカン

アメケン [○●○○、○○○●] 文化会アメリカ研究会。

アメブン [○○○○] 甲南大学文学部専門科目の一つ、｢アメリカ文化

史｣。←｢アメリカ文学史｣ではない。→イギブン(関学大)

アメムラ [○○○●] 三宮にあるショッピングセンター、｢アメリカ村｣

の略称。←大阪の難波にも同名の場所があり、大阪の人にはこ

ちらの意味で使われている。

アメリカン [○●○○○] アメリカンフットボール。＝アメカン

アモロ [○●○] 文化会女声合唱団｢アモローゾ｣。

アヤシー [●●○○] ①事柄(人と人との仲､天気､休講など)を疑う時に

使用。｢今日の休講アヤシーなあ｣。 ②変な、ちょっと変わっ



た人。｢あいつアヤシーやつやなあ｣。 ③変であること。

アリガチ [○○○●] よくあること、当然なこと。｢それってアリガチ

やなあ｣。

アルタマエ [●●●●●] 三宮阪急会館前。 ←親しい友人間で用いられ

る。＝モニターマエ →ビッグマンマエ

アンタイ [●●●●] うまくいきそうなとき、うまくいったときに使う

言葉。｢今日の小テストはアンタイやったなあ｣

イーネン [●○○○] ３回生。←文化会軽音楽部で使用。音階のＥ(ミ)

の音より。

イギブン [○●○○] 関学大での｢イギリス文学史｣。→アメブン( )甲南大学

イケイケ [○○○●、●●●●] ①水商売っぽい女の人。②ハデすぎる

人。③いかにも遊び人っぽくトレンドに染まっている人。

｢あいつイケイケやなあ｣。→ハデグミ

イケン [○●○] ～してはいけない、禁止の意味。←岡山方言。某サ

ークルで流行中。アクセントは｢岡山弁｣風に。｢オエン｣ともい

う。｢そんなことしたらイケンで｣

イゴショー [○●○○] 文化会囲碁・将棋部。

イジッカシー [○○○○○○] じゃまくさい、うっとうしいの意味。←金沢

方言(？)。某サークルで流行中。

イソコ [○●○] 磯小屋。←ＪＲ摂津本山駅近くの居酒屋。＝イソゴ

→トリ、ハイボ

イソゴ [○●○] イソコに同じ。

イタイ [●○○、○●○] ①頭の構造が人とは違う。②恥ずかしくて

とても人前ではできそうにない事を平気でするようなこと。

③性格が妙な人に対して言う語。←強調するときは[○●○]と

なる。

イタデン [○●○○] 用事も無いのに電話すること。←陰湿なイメージ

のイタズラ電話とは意味が違う。｢きのうひまやったから××

のとこにイタデンしとってん｣。

イチガイ [○○○●] ①第一外国語。②第一外国語科目。甲南大学では

英語に指定されている。

イチギャル [○○○○] １回生の女子。 →イッカイ、サンババ、オーゴ

ショ

イチゲン [●●○○、○●○○] 第１時限。←イチゲンメともいう。

＝アサイチ

イチビリ [○○●○] 度が過ぎたおふざけをすること。またはそのよう

な人。←動詞形はイチビル。

イチビル [●●●●] 度が過ぎたおふざけをする。←名詞形はイチビリ

＝チョケ

イチミル [○○○●] かき氷のイチゴミルク。



イチメン [●●●●、○○○●] 一次面接。 ←就職語。ニメン[○○

●]、サンメン[●●●●、○●○○]・・と続く。

メンタツというハウツー本あり。→イチメンオチ、メンタツ

イチメンオチ [●●●●●●] 一次面接で落ちること。←就職語 。 →イチ

メン、メンタツ

イチョードーリ [●●●●○○] 関学大のキャンパスの一部。待ち合わせの場

所。→イッポンマツ、ジゾーマエ、ヒラオノドーゾーマエ

イッカイ [○○●○] １年生。 ←イッカイセー[○○●○○○]ともい

う。→チェーネン

イッキ [●●○] ①コンパでの一気飲み。②一気飲みのはやし声。

｢それイッキ、イッキ｣等、バリエーションあり。

イッセンピー [○○○○●○] 小遣いが１円もない状態。＝モチキンプー

イッチャン [●●●●] ｢一番｣の意味。

イッツー [○○○●] ｢一方通行｣の略称(道路標識等)。→チューキン、

ロチュー

イッポンマツ [○○●○○○] ①甲南大学生協前にある松。②またはその付

近。←待ち合わせに利用される。｢松んとこ｣で通じる。→ジゾ

ーマエ、ヒラオノドーゾーマエ

イナイチ [○●○○] 国道171号線。 →ニゴーセン、ニコク、ヨンサ

ン、ヤマカン

イヌ [●●] 帰る。

イヌル [●●●] 帰る。←徳島出身の人が言った方言らしい。

イブギ [○○○] イブシギンのこと。

イメトレ [○○○●] 文学部社会学科の専門科目、｢イメージトレーニ

ング｣の略称。

イワス [●●●] ①ケンカをして勝つこと。 ｢あいつぐだぐだ言いよ

っさかいイワシたった｣ ＝シバク、イテマウ

②ギャンブルでもうけること。｢昨日パチスロで５万イワシタ｣

③体を悪くすること。 ｢腰イワス、肩イワス｣

インカレ [○○○●] インターカレッジの略称。

[●●●●●○○○] ゴルフ部で使用。池、湖、海のこと。ウォーターハガード

ウダル [●●●] うだうだすること。

ウチコン [○●○○] 打ち上げコンパの略称。←学祭後や試験後に行な

う。→コンパ、ゴーコン、シンカンコンパ、オイコン、ゼミコ

ン、ガクサイ

ウットコ [○○●○] 私の家。｢今日ウットコこーへん？｣

ウニクエ [●●●●] 阪急岡本駅前の喫茶店｢ＵＮＩＱＵＥ(ﾕﾆｰｸ)｣。

←ＵＮＩＱＵＥをローマ字読みした。

ウラゼミ [○○○●] 正規のゼミ以外に取るゼミナール。←主に平成３

年度卒業生以上が用いた。社会学科に多い。



ウルウル [●○●○] ①悲しい気持ちを表す語。②感動を表す語。

エア [●○] ライフル射撃部で使用。エアライフルの略称。

エアマス [○○○○] ライフル射撃部で使用。銃の指導者(エアライフ

ルマスター)の略称。

エー [●○] 経営学部の略称。→ブン、リ、ザイ、ホー

エーコミ [○○○●] 文学部英文学科の専門科目、｢英語コミュニケー

ション｣の略称。

エーケン [○○○●、○●○○] 文化会映画研究部。

エーブン [○○○●、●●●●] 文学部英文学科の略称。

エキセン [●●●●] 文化会易占研究グループ。

エステ [●○○] エステティックの略称。

エスト [●○○] 梅田の｢エスト１(ワン)｣。

エスビー [○○○○] ライフル射撃部で使用。スモール・ボア・ライフ

ルの略称。

エスポ [●○○] 大学生協のエスポワール(パン屋)の略称。

エッサッサ [●●○○○] 文化会英語研究部(ＥＳＳ)の略称。

エッチクサイ [●●●●○○] ①色っぽい。②いやらしい。←情報源はお笑

いのダウンタウンからか？

エフネン [●●○○] ４回生。←軽音楽部で使用。音階のＦ(ファ)の音

より。フェアウェルの｢Ｆ｣をかけているとも。＝ヨンカイ

エライ [●○○] ①賢い。②疲れた ＝シンドイ ③ひどい。④ひど

い様。←①は関西方言的 ②は播州方言的 ③④は共通語的？

エリミ [○○○] ＥＳＳで使用。←エリミネーション(選出)の略

エル [●○] 態度、顔などが大きい様。 ｢あいつこのごろ態度エ

ルやなあ｣。

オイオイ [●○●○] ｢ちょっとやりすぎよ｣というのを冗談っぽく言っ

て、相手の行動をおさえるのに使う。

オイコン [○●○○] 追い出しコンパの略称。←｢下級生が追い出す｣と

いう意識が含まれる。 ＝ソツコン、ゼミコン、コンパ、ゴー

コン、シンカンコンパ

オイシー [○○●○] ①得なこと。 ②ラッキーなこと。 ③よい状態。

(ボロクチに近いニュアンスがある) ｢私いま時給○○円のとこ

でバイトしてるけどすごい楽やねん｣｢えー、めっちゃオイシー

やん｣。←糸井重里氏のコピー｢おいしい生活｣に関係があると

思われる。

オイトク [●●●●] そのままにしておくこと。

オーカ [○●○] 理学部応用化学科の略称。→オーブツ(理学部応用

物理学科)、オースー(理学部応用数学科)、ケーリ(理学部経営

理学科)

オーゴショ [○○○●] 古都愛好会内で、３・４回生の女子を指す言葉。



｢私らオーゴショやからおとなしくしとくわ｣ →オカーサン、

サンババ

オージー [○○●○] Old Girlの略。 卒業した女性の先輩を指す。

→オービー

オースー [○●○○] 理学部応用数学科の略称。→ケーリ(理学部経営

理学科)、オーブツ(理学部応用物理学科)、オーカ(理学部応用

化学科)

オービー [○○●○] Old Boyの略。 卒業した先輩(特に男子)のこと。

←ゴルフ用語｢ＯＢ｣とアクセント同じ。→オージー

[○○○○●○○○] 就職活動の一環として、就職希望の企業オービーホーモン

にいる出身校のＯＢに会って話を聞くこと。←ＯＧの場合は特

に｢オージーホーモン(ＯＧ訪問)｣とも言う。

オーブツ [○●○○] 理学部応用物理学科の略称。→オーカ(理学部応

用化学科)、オースー(理学部応用数学科)、ケーリ(理学部経営

理学科)

オープンカモク [●●●●●○○] 予備登録しない科目。←あまり使わない。

→ヨビトーロク

オカーサン [○●○○○] ４回生になってもクラブなどの出席がよい人。

→オトーサン、オーゴショ

オカチュー [○●○○] 岡本商店街駐車場の略称。

オケ [○●、○◎] 文化会交響楽団の略。

オタク [○○●、○●○] ①極度のアニメ・特撮マニア。②転じてマ

ニアのこと。 ｢車オタク｣など、前に興味の対象～をつける。

←待遇的に低い表現。→オタッキー

オタッキー [○●●○○] オタクが少し明るくなって(上昇)社会的に認め

られて来たもの。→オタク

オチャ [○●] 喫茶店に行くこと。 ｢オチャする｣ ＝チャーシ、

チャーシバク

オツカレー [○○○●●] ｢おつかれさまでした｣の略。←同級生または下

級生には使えるが、上級生には言わない方が無難だろう。｢バ

イバイ｣｢さよなら｣のかわりにも用いる。

[○●●●●●●○○] 演劇部内での帰り(別れ)のあいさつ。オツカレサマデシタ

練習後に限らず、電話口などでも使う。←演劇部なので共通語

アクセントと思われる。

オッコチ [○○●○] 文化会演劇部で使用。｢不採用｣の意味。

オトーサン [○●○○○] ４回生になってもクラブ等の出席のよい男。

→オカーサン

[●●●●●●○○○○] 散髪したあとの友人などに出会ったオトコマエアガッタナ

時に言う、半分ひやかしのことば。

オトス [●●●] 単位が取れないこと。→トース、トール



オトダシ [●●●○] 文化会軽音楽部で使用。コンサートのまえに、マ

イクでひろう音を１つずつ調べること。

[●●●●○○～●●] ①ものすごく～する。②必死になってオニノヨーニ スル～

～する。 ｢あいつ今朝駅からオニノヨーニ走っとったわ｣

オノカン [○○○●] ①マンケンＯＢの小野寛治さん。②転じて小野寛

治さんの下宿の前の道。(ヤマカンのこと) ←漫画研究会のみ

で通用。＝ヤマカン

オハヨー [○○●○] いつでもその日初めて会った時に使うあいさつ。

時間には無関係。←文化会の女子に多く見られる。＝チワッ

オハヨーゴザイマス [○●●●●●●●○] 文化会演劇部で使用。会った時のあい

さつ。←時間に関係なく使う。

オブリゲ [○○○○] 文化会英語研究部で使用。義務(オブリゲーショ

ン)の略。

オボコイ [●●○○] おさなくて、大事にしたいような感情を起こさせ

る人の形容。｢あいつオボコイやつやなー」

オミズ [○●○] 水商売っぽい女。→ミズッポイ

オミセ [○○●] クラブ・サークル等が、学内で新入生勧誘などで、

宣伝用に机と椅子を出しているもの。またはその場所。＝ミセ

オラコン [○○○○] 文化会英語研究部で使用。スピーチのオラトリカ

ルコンテストの略。

オロシー [○○○●] 清涼飲料水｢オロナミンＣ｣のこと。→アクエ、ポ

カリ、リアゴ、リポディー

オワッテル [●●●●●] ①最悪の事態を表す。②又はその様子。｢今日

の試験、何もできんかった。もうオワッテルわ｣



ガイショ [○○●] ｢外国書講読｣(科目名)の略。

[○○○●○○○] ガイショに同じ。ガイショコードク

カイソー [○●○○] ｢会計学総論｣(科目名)の略。→マーソー、ケーソ

ー、サンソー ←それぞれ語尾を｢～ソ｣と伸ばさないこともあ

る。

カキョー [○○●] 家庭教師のアルバイトの略。＝カテキョ、カテーキ

ョー、カテキョー

カク [○●] ①かつぐ。②持ち上げる。

ガクサイ [○○○●] 大学祭、学園祭。

ガクシューインセン [○○○○○○○●] 体育会系クラブの学習院大との定期戦。

過去36回の戦績は、甲南大学の35勝１引分け。

ガクショク [○○○●] 学生食堂。←パンセ、グリルとは区別している。

→パンセ、グリル

ガクソー [○●○○] 学生相談所。

ガクソー [○●○○] 神戸元町にあるアルバイトなどを紹介してくれる

ところ。

ガクダン [○○○○] ｢学友団体協議会｣の略。 →ジョーニン、ジョー

ホ、カンサ

[○○○●○○○●] コンパなどで後から遅れて来ると３杯をカケツケサンバイ

イッキで飲むこと。→コンパ、イッキ

ガザボー [○○○○] (愛媛方言？)。余計な事をする人。←｢ガサボー｣

というのを東京の学生にきいた。意味は同じ。

カジカ [●●●] 学校の前の通りにある食堂。←｢カジカ｣へ行くこと

を｢カジカル｣、さらに縮めて｢カジル｣等という。→カジカル、

カジル

カジカル [●●●●] ｢カジカ｣へ行くこと。→カジカ、カジル

[●●●●●○○○] 体育会ゴルフ部で使用。コース上の一時カジュアルウォーター

的な水たまり。

カジル [●●●] ｢カジカ｣で食事をすること。→カジカ、カジカル

カシマシー [●●●○○] (愛媛方言)。やかましいの意。

ガスペケ [○○○●] スズキのバイク、ＧＳＸ。＝ジスペケ

カタカタ [●●●●] 特に意味無し。←つまらないギャグを言って場が

シラケた時などに用いられる。

ガッカン [○○○●] ｢学生会館｣の略。→ガッカンラウンジ、ガッカン

サイ ←そこを管理している｢学生会館管理運営委員会｣も｢ガ

ッカン｣と呼ばれる。

ガッカン [○○○●] ｢学友会館｣の略。

ガッカンサイ [○○○●○○] 毎年５月に｢ガッカン｣を中心にして行なわれ

る祭典。→ガッカン

[○○○○●○○○、○○○○●●●●] 学生会館２階の休憩ガッカンラウンジ



所。＝ラウンジ →ガッカン

カツギュル [○○○○] ご飯を食べ過ぎて胃がもたれること。

ガッコーグミ [○○○○○●] 文化会軽音楽部で使用。演奏会の翌朝に、器

材を部室に運びいれる役に当たった人。

カッツン [○○○○] 体育会弓道部で使用。的わくに矢が当たってはじ

かれ、的から外れること。

カッツーン [○○○○○] ビリヤード。

カテキョ [○●○] ｢家庭教師｣の略称。＝カキョー、カテーキョー、カ

テキョー

カテーキョー [○●○○○] ｢家庭教師｣の略称。

カテキョー [○●○○] ｢家庭教師｣の略称。

カフェル [●●●] カフェテリアでお茶を飲むこと。←関学大で使用。

カブキ [●●●] 文化会歌舞伎文楽研究部。

カブリツキ [●●●●●] ①コンサート等で、最前列中央で見ること。

②転じて授業を一番前で受けること。

ガメル [●●●、○○●] 人の物を取って、自分の物にすること。

カヤマユーイチ [●○○●●●●] ｢可｣が山ほどあって｢優｣が一つしかないこ

と。←｢可山優三｣から派生。→カヤマユーゾー

カヤマユーゾー [●○○●●●●] ｢可｣が山ほどあって｢優｣が三つしかないこ

と。→カヤマユーイチ

カリシン [○●○○] 神戸大で使用、｢仮進級｣の略。←留年はしなかっ

たが一般教養が残っているので教養部にも通わなければならな

いこと。→セーシン

カリメン [○○○●、○●○○] (自動車の)仮免許証。自動車学校で３

段階を終えるともらえる。→ロジョー、シューケン、ソツケン

カワウソ [●●●●] 吉田戦車の漫画｢伝染るんです｣のこと。

[●○○○○○○●] 関西学院大、関西大、同志社大、立命館カンカンドーリツ

大。←いわゆる関西の名門大学。→サンキンコーリュー、バイ

キンクン

カンケン [○●○○] 文化会観光事業研究会。

カンコピ [○○○●] 文化会軽音楽部で使用。(譜を見て)曲を完璧にコ

ピーすること。

カンサ [○○●、○●○] ①文化会監査委員。②文化会監査委員会。

→ジョーニン、ジョーホ、ガクダン

カンセン [○○○○] 体育会弓道部で使用。関西学生弓道選手権大会。

カンテキ [○○○○] 体育会ライフル射撃部で使用。射手の後ろで射撃

中の標的を見てスコアにうつす。

カンテツ [○○○●] ｢完全に徹夜｣の略。勉強など(？)で、一晩中一睡

もしないこと。

カンパイ [●●●●] 先輩からの求めに応じて、イッキ飲みさせられる



こと。→イッキ

カンプレ [○○○●] 関西予選。←文化会英語研究部で使用。

カンペ [○●○] カンニングペーパー。

カンペン [○○○●] 金属製の筆入れ。＝カンペンケース

カンペンケース [○○○○●○○] 金属製の筆入れ。＝カンペン

ガンマ [●○○] スズキのＲＧＢ－γというバイク。→ジスペケ、ガ

スペケ

カンムシ [○○○○] 完全に無視すること。

ギーアン [●●●●] 文化会軽音楽部で使用。ギターアンプの略。→ベ

ーアン

キショイ [●○○] 気持ち悪い。＝キモイ ｢キショくわるイ｣の略か？

キゾク [●○○] 非常にお金持ちの人。→コーナンボーイ、コーナン

ガール

キモイ [●○○] 気持ち悪い。＝キショイ ｢キモちわるイ｣の略か？

キャスマイ [○○○●、○●○○] キャスターマイルド(たばこの名前)。

→マイセン、センタ、ブンタ

キャッカ [●●○] 却下。←つまらない意見を言ったときみんなに言わ

れる蔑みのことば。

キャリーケース [●●●●○○] 透明ビニール製のカバン。 ←女子に多い。

平成４年度の入学式で、新入生に配られるという噂あり。

＝キャンパスバッグ、キャリーバッグ

キャリーバッグ [●●●●●○] 透明ビニール製のカバン。←女子に多い。

＝キャンパスバッグ、キャリーケース

ギャルズ [●○○、●●●] 女の子たち。＝ギャルッチ →ボーイズ

ギャルッチ [○●●○] 女の子たち。＝ギャルズ →ボーイズ

[●●●●●●○] 透明ビニール製のカバン。←女子に多い。キャンパスバッグ

＝キャリーバッグ、キャリーケース

キュイ [○●] ①おなかのすいた様子。②その他の返事に使う。

←ゴマちゃん(漫画のキャラクター)の鳴き声らしい。

キューコー [●●●●] 講義が休みになること。

ギュー [●○] 牛丼の吉野屋。＝ギューチャン

ギューシバク [●○●●●] 牛丼の吉野屋で食事をすること。＝ウシシバク

ギューチャン [●○○○] 牛丼の吉野屋。＝ギュー →ギューシバク、ウシ

シバク

キューハチ [○○○●] パーソナルコンピューター｢ＮＥＣ ＰＣ－9800｣

シリーズの略称、愛称。

[●●●●●●○○] 教育実習。→キョーセー、ジッシューキョーイクジッシュー

キョーケン [○●○○] 共同研究室。｢文学部国文学科共同究室｣など。

キョーゲン [○●○○] ｢教育原理｣(科目名)のこと。

キョージュホー [○○●○○] ｢日本語教授法｣(科目名)のこと。→｢日本語



教授法Ⅰ｣はキョージュホーイチ[○○●○○●○]、｢日

本語教授法Ⅱ｣はキョージュホーニー[○○●○○○●]

キョーショク [●●●●] ①｢教職課程(教育職員養成課程)｣の略称。②また

はその科目。

キョーシン [○●○○] ①教育心理。②教育心理学。→キョーソー

キョーセー [●●●●] ①教育実習。②教育実習生。

キョーソー [○●○○] ｢教育相談｣(科目名)のこと。→キョーシン

[●●●●●●●●○○、●●●●●●●○○○] 共同研究キョードーケンキューシツ

室。｢文学部国文学科共同研究室｣など。＝キョーケン

キョーヨー [●●●●] ①教養課程。②一般教育科目。 ＝パンキョー

[●●●●●●○○] 教養科目を全部取ること、教養課程を終キョーヨーダッシュツ

えること。←神戸大で使用。

キョーレン [○●○○] 共同練習場のこと。

キューコ [○○●] エスカレーター式の学校で、高校から上がって来た

人。｢旧子｣か？ ←武庫川女子大で使用 →シンコ

キューコー [●●●●] ①休講。②休校。

キリキョー [○○○○] キリスト教(学)。←関学大、同志社大等ミッショ

ン系の学校で使用。

ギリチョン [○○○●] ぎりぎりのせっぱつまった状態のこと。

キル [○●] ①授業を落とすつもりで行かなくなること。＝ステル

②待ち合わせ場所に遅れたときに、おいて行くこと。

キレル [○○●] 堪忍袋の緒が｢キレル｣。

グラコン [○○○●] ①｢グランドコート｣の略。②テニス部などで着て

いる薄手のナイロン製ウエアの上下。

グラホ [○○○] 体育会グランドホッケー部。

グランド [○○○○] 甲南グランド(パチンコ屋)。

クリアゲ [○○○●] 繰り上げ試験。←語学など、定期試験の日程以前

に行なわれる。

クリーク [○●○○] 体育会ゴルフ部で使用。５番ウッドのこと。

クリパ [○●○] ｢クリスマスパーティー｣の略。＝クリッパ

クリッパ [○●●○] ｢クリスマスパーティー｣の略。＝クリパ

グリル [●●●] グリルで食事をすること。

グリル [●○○] 上等なほうの学生食堂。→ガクショク

グルリ [●○○] グリルの愛称(？)

ゲ [●] 驚いたときに発する言葉。＝ゲゲ、ゲロゲロ

ケーエス [●●●○] 文化会ＫＳＷＬ。

ケージ [○○●] ①掲示板。②掲示物。←主に２号館のものを指す。

ケーセミ [○○○●] 経営学セミナーのこと。

ゲーセン [○○○●] ゲームセンターのこと。

ケーソー [○●○○] ｢経営学総論｣(科目名)の略。→マーソー、カイソ



ー、サンソー

ケッセキオ バ [●●●●●○○○] 授業時間の1/3ないし1/4以上欠席するこー ー

と。規準は科目・担当者によって異なる。→ジョセキ

ケツワル [●○●●] 物事を中途半端で終えること。

ケバイ [●○○] 服装などがケバケバしい様子。

ゲベチャン [○○○●、●●●●] ゲルハルト・ベルガー(Ｆ１レーサー)

ケル [●●] 授業の単位を取るのをやめること。＝ステル、ホル、

キックスル ←京都女子大で使用。

～ゲン [～○○] ～時限。→１ゲン、２ゲン、３ゲン、４ゲン、５ゲ

ン ←前に付く数字に関わらずアクセントは[○○]。～ゲンメ

という言い方もある。

ゲンイチ [○●○○] ｢経済学原論Ⅰ｣(科目名)の略称。平成３年からは

｢現代経済学概論｣に名称変更 →ゲンニ、ゲンサン

ケンキューシツ [●●●●○○、●●●○○○] 教員個人研究室。

ゲンサン [○●○○、○○○●] ｢経済学原論Ⅲ｣(科目名)の略称。平成

３年からは｢マルクス経済学｣に名称変更 →ゲンイチ、ゲンニ

ケンシューリョコー [●●●●●○○] 国文学科で実施する研修旅行。←先生や友

人の意外な一面を知ることになる！？

ケンタ [●○○、○●○] ケンタッキーフライドチキン。＝ケンチキ

→マクド、ミスド

ケンチキ [●●●●] ケンタッキーフライドチキン。＝ケンタ →マク

ド、ミスド

ゲンチャリ [○○○●] 原動機付自転車(ミニバイク)のこと。＝ゲンチャ

ゲンテン [○●○○、●●●●] 原典講読(国文学科の科目名)。←平成

２年度から科目名が｢文学作品講読｣に変更されたので、現在は

使われていない。→コードク

ゲンニ [○●○] ｢経済学原論Ⅱ｣(科目名)の略称。平成３年からは｢

ミクロ経済学｣に名称変更。→ゲンイチ、ゲンサン

コイ [●○] ①顔の作りが大作りである。②暑苦しい顔のこと。

③バタくさい。←性格にも用いる。高学年で多く使用か。つま

り、死語化しつつある？ ＝コイー

コイー [●○○、○●○] コイに同じ。＝コイ

コーカシタ [○○○○●、○○●○○] 三宮～神戸駅の高架下商店街のこ

と。＝モトコー ←一般に物が安いとされているが実際のとこ

ろは？

コーキャン [○●○○] 甲南キャンプの略。毎年５月上旬実施。新入生と

上級生の交流の場である。←甲南大における｢キャンプ｣は｢キ

ャン｣と略される。→ブンキャン、チューター、フレキャン

コーケン [○●○○] 文化会広告研究会。

ゴーコン [○○○●、●○○○] ①男女数人ずつで行われるコンパ。



→ネルトン ② 交流のための飲み会。→コンパ、ウチコン、シ

ンカンコンパ、オイコン、ゼミコン

コーソク [●●●●] (就職関係)。開禁日や内定日に、よその企業に行

けないようにパーティーや旅行に連れて行くこと。→カイキン

ビ(解禁日)、ナイテービ(内定日)

ゴ ド セミナ [●●●●●○○○] (就職関係)。多数の企業が合同で行なうー ー ー

セミナー。→セミナー

コードク [●●●●] ｢～文学作品講読｣(国文学科の科目名。～には上

代・中古など時代名が入る)。←元のゲンテン

コーナン [●●●] 甲南大学。←甲南女子大と同じ大学だと信じている

人がかなり多い。

コーナンズケ [●●●●●●] 幼稚園から甲南学園に通っている人。←男子

のみに使用。生粋のコーナンズケは、甲南病院で生まれるらし

い。漬物｢甲南漬｣からの転用。

コーナンガール [●●●●●○○] お金持ちの家の女の子。←見るからにお嬢

様風。→コーナンボーイ、キゾク

コーナンボーイ [●●●●●○○]。金と車とブラ

ンドの服を持つ好(？)青年。

優しければそれでよく、また育ち

のよさがにじんでいなければなら

ない。→コーナンガール、キゾク

コーベッコ [●●●●○] ｢神戸っ子の神戸考｣

(科目名)の略。

コーボク [●●●●] 文化会書道部甲墨会。

ゴーヨンイチ [○○●○●○]５号館５４１教室。

←学内で一番大きい教室。

ゴーワク [●○●●] (播州方言)。腹が立つの意。

ゴガク [●○○] ①外国語科目。②その授業。→ゴガクナイキ、パン

キョー、フラゴ、ドイゴ、チャイゴ

ゴガクナイキ [●●●●○○] ①語学で内規にかかること。②またはかかっ

ている人。→ゴガク、ナイキ、パンキョーナイキ

コクサイ [●●●●] 神戸国際会館。→ブンカ(神戸文化ﾎｰﾙ)、アルカ

(尼崎アルカイックホール)

コクブン [●●●●、○●○○] 文学部国文学科。他大学でも同じ。

→シャガク(社会学科)、エーブン(英文学科)

ゴゲン [●○○] 第５時限。ゴゲンメともいう。

ゴゴイチ [○●○○] ①午後の最初の授業(第３時限)から出ること。

②またはその授業。→アサイチ、ヒルカラ

ゴゴコー [○●○○] 清涼飲料水｢午後の紅茶｣。＝ゴゴティー

ゴゴティー [○●○○] 清涼飲料水｢午後の紅茶｣。＝ゴゴコー



ゴチ [●○] ｢ごちそうさま｣のこと。←「目上の人にはあまりいわ

ない｣と、｢先輩におごってもらったときに使用｣の二通りの用

法有り ＝ゴッチ、ゴッチー

ゴッチ [●●○] ①ごちそうさん、ありがとうの意。②｢ラッキー｣と

いう意を含む場合あり。＝ゴッチー、ゴチ

ゴッチー [●●○○] ①ごちそうさん、ありがとうの意。②｢ラッキー｣

いう意を含む場合あり。＝ゴチ、ゴッチ

ゴッツイ～ [●●○○～] ①非常に～、すごく～、大変～。②大きい

→メッチャ～、バリ～、ムッチャ～

コノオトコダケワ～ [●●●○○●●●] ①｢信じれん｣と同じような意味。

②｢むちゃくちゃするなあ｣という感じ。＝コイツダケワ ←ゆ

っくりと言う。コノオンナダケワ～の場合もある。｢誰やオレ

が買って来たおかし食べた奴は｣ ｢あたしー｣ ｢コノオンナダ

ケワ｣ →シンジレン

ゴバル [●●●] 甲南商店街にある五番館というパチンコ屋でパチン

コをすること。

ゴバン [●●●] 五番館(パチンコ屋)。

コピーカード [●●●●○○] コピーカード(大学生協のｺﾋﾟｰ機専用のプリ

ペイドカード)

コピーセンター [●●●●○○○] 外国語科目のテキストの訳本を売っている

所(甲南市場の中にある)。←大学とは無関係

コビケン [○●○○] 文化会古美術研究会。←もっと略して｢コビ｣とさ

れる場合あり。

コピル [●●●] コピーすること。

コミカン [○○○○] 文化会英語研究部で使用。コミッティーカンファ

レンスの略

コモル [●●●] 研究室または図書館で根を詰めて勉強すること。

｢明日試験やしちょっと図書館コモッテくるわ｣。

コンサイ [○○○●、●●●●] コンピューターサイエンスのこと。

←関学大で使用。

コンパ [●○○] ①みんなで飲みに行くこと。②飲み会。 →ゴーコ

ン、シンカンコンパ、ウチコン、オイコン、ゼミコン

コンビニ [○○○●] コンビニエンスストアーのこと。←ローソン、サ

ンチェーン等のそれぞれにも略称あり。

コンブレ [○○○●] ｢紺色のブレザー｣の略。←金ボタン、ダブルが最

もポピュラーである。



[●●●●●○○○] 大学生協のサービスセンター。旅行代理サ ビスセンター ー

店のようなもの。自動車教習所の紹介も行なっている。

ザイ [●○] 経済学部のこと。←経済学部と経営学部を区別するた

めにこのように略したと思われる。→エー、ホー

サイババ [●●●●] 最悪の状態。

サイリ [○●○] ①再履修科目。②再履修している人。

サカナ [●●●] フィッシュダンスホール(メリケンパーク内)。→メ

リパ、メリケン

サク [○●] さっさとの意。｢サクッとやる。｣ ＝サクサク

サクサク [○●○○] ①さっさとの意。②てきぱきとした状態。＝サク

サテン [○○●] 喫茶店。

サブイボ [○○○●] 鳥肌が立った時のブツブツ。

サムイ [●○○] ①ギャグなどがうけないときにいう。②マージャ

ン用語(あぶないパイをつもって捨てられない)。｢サムイパイ｣

某サークルで使う。←一般的な意味(cold)ではなく、合言葉の

ように使われる。

サワカイ [●●●●、○●○○]酒を飲むコンパのことを婉曲的に言うもの。

サンカイ [○○●○] ３回生。→イーネン

サンカク [○●○○] クラブなどの宣伝のために、食堂の机の上などに

置いてある三角の看板。

サンキンコーリュー [●○○○●●●●] 京都産業大、近畿大、甲南大、龍谷大

学。←予備校などのクラス名にされることが多い。→カンカン

ドーリツ、バイキンクン

サンゲン [○●○○] 第３時限。サンゲンメともいう。

サンサワ [●●●●] 経済学部で｢沢｣の字のつく３人の先生方(熊沢先

生､滝沢先生､吉沢先生)。←厳しいらしい？→チクリン、モリ

ツネ、ヤマジュン

サンソー [○●○○] 経営学部の授業、｢経営学総論｣｢マーケティング

総論｣｢会計学総論｣の３つをまとめたことば。→カイソー、ケ

ーソー、マーソー

サンタ [●○○] 岡本のスパゲティー屋｢サンタマリア｣.＝サンタマ

サンタマ [●●●●、○○○●] 岡本のスパゲティー屋、｢サンタマリ

ア｣。←昔は｢サンマリ｣とも言っていた。＝サンタ

サンチャン [●●●●] 三宮のこと。←主に甲南高校出身者が使用

サンババ [○○○●、●●●●] ３年の女子。→オーゴショ

サンマ [●●●] ３人でマージャンをすること。

サンマリ [○○○●] 岡本のスパゲティー屋｢サンタマリア｣。 ←今は

｢サンタマ｣と呼ばれているらしい。もう死語か。＝サンタ、サ

ンタマ

～シーノ～シーノ [～●○○～●○○] あれこれしているときの表現。～に名詞



が入る。 ｢○△はスキーやりーの、スキューバやりーので金

使いまくってんで(使っているよ)。｣

シーピー [○○●○] 文化会フォークソング同好会にある電子ピアノ

ＣＰ－８０のこと。←ばらして運ばなければならずものすごく

重いので男子部員の嫌われもの。

ジーヒョー [○●○○] サークル｢グループ・表現の研究｣。

～シーヒン [～●○○○] ～しないの意。＝～セーヘン

[●●●●●○] ジッ(J)と立っている(T)ボケ(B:バカ)ジェーティービー

シケコン [○●○○] 合コンした相手が、｢顔ヘン、ノマヘン、シャベ

ラヘン｣の最低のしけたコンパ。

シケシケ [○○○●、●●●●] 彼(彼女)のいない状態。

ジコチュー [○●○○] ①一昔前の麻雀漫画、｢ぎゅわんぶらぁ 自己中

心派｣。②自己中心型の人。

[○●○●●●●●●] 試験に辞書の持ち込みが許されれるジショニオボエサセル

とき、辞書に解答や参考事項を書き込むこと。不正行為(カン

ニング)に該当する。＝ツクエニオボエサセル

ジスペケ [○○○●] スズキのバイク、ＧＳＸのこと。＝ガスペケ

シゼン [●●●] 文化会自然科学研究会。

ジゾーマエ [●●●●●] 正門前の地蔵堂のあたり。←甲南大生の待ち合

せ場所の一つ。→イッポンマツ、ヒラオノドーゾーマエ

シタ [○●、●○] ｢ありがとうございました｣｢ごちそうさまでし

た｣などの略。←先輩に何かしてもらったときなどに使う →チワ

シチケン [○●○○] ①史学・地理学系の研究室。②またはそのゼミ。

←ゼミの場合は｢シチケンゼミ｣と言い分けることもある。

～シチャル [～●●●] ①～してあげる。②～してやる。←姫路以西や以

北では、｢～してあげる｣の意味で使用。

ジッシ [○○●] コーキャン、ブンキャン等のイベントの実施委員。

←なぜか甲南大では、｢ジッコーイイン｣ではなくて｢ジッシイ

イン｣である。

シットー [○○●○] ①知ってる？(疑問) ②知ってる。←西宮生まれ

の人は使わない。大阪では使わない。イントネーションによっ

て意味が変わる。神戸以西で使用。｢～とー」は共通語に訳す

と｢～ている｣になる。これを使うことによって、神戸以西の播

州地方出身者であることがばれてしまう。

～シトー [～●●○] ～している。←神戸以西出身の学生が使用。シッ

トーと同じ。

シドーシュニン [○○○●○○] ①指導主任。②指導主任制度。

シバク [●●●] 殴る、蹴る。←｢茶シバク｣｢牛シバク｣などに転用。

＝ドツク、シバキタオス、シバキ

ジハンキ [○●○○、○○●○] 自動販売機。



ジヒツノミカ [○○○●○●] (試験用語)。ノート持ち込みの際、コピーな

どではなく自筆ノートに限るということ(自筆のみ可)。

ジブン [○○●] 会話中、話している相手のことを指す。｢あなた、

きみ、おまえ｣。←本人(一人称)ではなく、二人称である。

シマス [●●●] ｢お願いします｣の略。

シャーペン [○○○●] シャープペンシル。

ジャーマネ [○○○●] クラブなどのマネージャー。

シャガク [○○●] ①文学部社会学科。②｢社会学｣(科目名)

シャコー [○○●] 自動車学校。＝キョーシューショ

ジャスト [●○○] ちょうど、きっちり。＝ドンピシャ

ジャラセン [○○○●] こまかいお金。小銭。＝チャラセン、チャリセン

ジャリケン [○●○○] 文化会児童福祉研究会の略。←使用を差し控える

べき語。正式な略称は｢ドーケン｣ ＝ドーケン

シャレナラン [●●●○○] 冗談ではすまされない、大変だという意。

シューイチ [○○○●、○●○○] 週に１時間(又は1日)ということ。

←講義やバイトなどの頻度を示す。

シューケン [○●○○] 自動車学校の３段階を終えて路上にでるための試

験。←一番の難関

[○○●○○○●●●●] １０号館１階の休憩所。＝ラウンジジューゴーカンラウンジ

→ガッカンラウンジ

ジュコーシドー [○○○●○○] ①学年の始めに指導主任と受講科目について

相談すること。②春の新歓時期に先輩が先生や授業の情報提供

をしてくれること。

ジュコーヨーコー [○○○●○○○] 『受講要項』。←大学生活の必需品。

シュッセキカード [●●●●●○○] 授業で出席を取るために先生が配る大学指

定のカード。←様々な色が使い分けられており何色あるかはよ

く分からない。＝カード

シュッセキトル [●●●●○●] ｢出席を取る｣の意。 ｢今日××の授業シュ

ッセキトッター？｣

ジュルイ [●○○] 雨降りの後など、地面がぬかるんでいる状態。＝ジ

ルイ ←共通語には該当する形容詞がない。名古屋～浜松あた

りでも使われているが、大阪の人には通じないこともある。

ジュンク [●○○] ジュンク堂書店。←三宮のセンター街やサンパルな

どにある。

ジョイ [●○] ゲームセンター｢ジョイ｣。 そこへ行くことをジョイ

ルという。

ジョイル [●●●] ゲームセンター｢ジョイ｣に行くこと。

ショーガイ [○○○●] 文化会のクラブの役職名。渉外。

ジョートー [●●●●] 上出来の意。

ショーダン [●●●●] 剣道・弓道などの昇段審査。



ジョーニン [●●●●、○○○●] 文化会常任委員会。 →ジョーホ、ガ

クダン、カンサ

ジョーガイ [●●●●] 日本中央競馬会の場外馬券売り場のこと。WINS。

ジョーセン [○○○●、○●○○] ①クラブのイベントなどの情報を広め

宣伝すること。②またはクラブ内でそれを担当する役職。

ショーナイ [○○○●] クラブの役職名。渉内。

ジョーホ [○○○] 文化会常任委員会補佐のこと。 →ジョーニン、ガ

クダン、カンサ

ショーホール [●●●○○] 学生会館４階のホール。学館小ホール。→ガッカン

ジョーホール [●●●○○] 大阪城ホール。

ショーモナイ [○○●○○] つまらないの意。

ショーリンケン [●●●○○○、○○●○○○] 少林寺拳法。

ジョシガク [○●○○] 文化会女子学生クラブ。

ジョシヤク [○●○○] 神戸女子薬科大学。甲南大、甲南女子大と同様Ｊ

Ｒ摂津本山・阪急岡本が最寄り駅。両大学の中間に位置する。

ショセキ [●○○] 生協書籍部のこと →セーキョー

ジョセキ [○○●] 欠席オーバーで履修者名簿から抹消されること。

ジョハン [○○●] 体育会女子ハンドボール部。

シロコン [○●○○] (体育会用語)。上が白のポロシャツ又はカッター

シャツ(これは西日本の方言＝ワイシャツ)、下が紺のスラック

ス(学生服の所もある)。

シロテン [○○○●] 大阪城公園での野外アマチュアライブ。←原宿の

ホコテンに対して使う。

シンイ [○●○、●●○] 神戸大医学部のこと。

シンイテ [○○●○] 神戸大医学部テニス部のこと。

シンカン [○○○●、○●○○] ①新入生歓迎の行事。②新入生に対し

て、部員獲得のために行なう行事の総称。→シンカンサイ、シ

ンカンコンパ、フレハイ

シンカンコンパ [○○○○●○○] クラブなどで新入生歓迎のために開かれる

コンパ。 ｢シンカンコン｣と略すことはない。使えるのはせい

ぜい４月中。その時期なら｢シンカン｣で通じる。→コンパ、ゴ

ーコン、ウチコン、オイコン、ゼミコン、シケコン

シンカンサイ [○○○●○○、●●●●○○] 毎年４月に行われる新入生歓

迎のイベント。

シンコ [○●○] エスカレーター式の学校で、違う高校から受験して

来た人。｢新子｣？ →キューコ(｢旧子｣？)

[○○○○○●●●○○] 信じられないこと、ひどいことをさシンジレンコノオトコ

れたときに使う。→｢なんてことすんのー、コノオトコシンジ

レン｣。 ←コノオトコ（オンナ）シンジレンという用法もある。

[○○○○○●●●○○] シンジレンコノオトコに同じ。シンジレンコノオンナ



シンソー [○○○●] パチンコの新装開店のこと。

シンダイサンケー [○○○●○○●○] 神戸大学の経済学部、経営学部、工学部

計測学科。

ジンチ [○●○、●●○] 文化会人文地理学研究会。

シンドイ [○○●○] つかれるの意。＝エライ

ジンブン [●●●●] 人文科学のこと。←一般教養の単位で｢オレ、ジ

ンンブンだけ足りてへんねん｣というように使う。

スーキャンプー [○●○○○●] 誰かがおもしろくないギャグを言った時、聞

き流すのに使うことば。

スーパーバニー [●●●●●○○] スーパーバニーガール(スロット)

スカラ [○●○] スカイラーク(ファミリーレストラン)。→ロイホ

～スギル [～●●●] ｢めちゃくちゃ～｣という状態を表す。｢すごスギル｣

｢悲しスギル｣。←｢悲しスギル｣は｢めちゃくちゃ悲しい｣という意

味に加えて｢なさけない｣という少々おちゃらけたニュアンスもある。

スコマケ [○○○●] 惨敗すること。(バレー部、パチンコ)。

スタコン [○●○○] (バレー部用語)。上がスタジャン、下が紺のズボ

ン。←体育会の冬の正装。

スタジオドリ [●●●●●●] 主に、軽音楽部、フォークソング同好会で使

用。スタジオの割り当てを抽選、ジャンケンで決めること。←

一般に、外でのスタジオを予約するときにも使う。

ズツナイ [●●●○] おなかが一杯になって苦しいこと。

ステル [●●●] ①単位やテストをあきらめること。②投げやりにす

ること。｢今日の試験ステタ｣

スナイチ [○○○○] 体育会ゴルフ部で使用。バンカーから出した後１

パットでホールアウトすること。

スポアイ [○○○●、○●○○] 体育会スポーツ愛好同好会。

スミホ [○●○] 住吉のロイヤルホスト。 →ミヤホ、アシホ、ロイ

ホ、モミホ

スミヨシ [○●○○、●●○○] 神戸大学の寮のこと。←住吉にあるから。

[○○○●○○●○○] ①４回生で内規にかかり、３つ以上科スリーアウトチェンジ

目を落とすと卒業できない状態になってしまった人。②または

その様子。

セーキョー [○●○○、○○○●] ①大学生活協同組合の略称。②生協の

売店(購買部)のこと。

セーシン [○●○○] 正式進級。←一般に神戸大では１回生か２回生の

前期の１年半でパンキョー３６単位を取るが、それが全部取れ

てもう教養部に通う必要がなくなり、無事専門課程に上がれる

こと。→カリシン

セーデン [●○○○、●●●●] 電器店の星電社。→パーツ

～セーヘン [～●○○○] ～しない。＝～シーヒン



セッタ [○○●] セブンスター(たばこの名前)。

セパハン [○○○○] セパレートハンドル(バイク用語)。

ゼミ [○◎、●○] ゼミナール・演習科目のこと。

ゼミイチ [○●○○] 週に１回、ゼミのためだけに大学に行くこと。

ゼミエンソク [○○●○○○] ゼミの遠足。

ゼミガッシュク [○○●●○○] ゼミの合宿。

ゼミコン [○●○○] ゼミのコンパ。→コンパ、ウチコン、オイコン、

ゴーコン、シンカンコンパ

ゼミサンポ [○○●○○] ゼミで行く散歩。

ゼミシツ [○●○○] ゼミのための専用教室。→ゼミトー

ゼミトー [○○○●] ゼミナール教室のある棟。１０号館。→ゼミシツ

ゼミトーロク [○○●○○○] 履修を希望するゼミにあらかじめ登録するこ

と。 ＝ヨビトーロク

セミナー [●●●●] (就職用語)。就職セミナーのこと。←多数の企業

が参加する合同セミナーと企業毎に行うものがある。

ゼミリョコー [○○●○○] ゼミで行く旅行。

ゼンシュ [○○●、●○○] 申請した単位を全部取ること。＝ゼントリ

センド [●○○、○●○] 長い間の意。

ゼントリ [○○○●] 申請した単位を全部取ること。＝ゼンシュ

ゼンニチ [○○○●] 体育会弓道部で使用。全日本学生弓道選手権大会

のこと。

センモン [●●●●] 専門教育科目の略。→パンキョー、ゴガク

ソコマデユー [○●○○●●、○○●○●○] ｢そんなこと言うなんてヒド

イー！｣という意。←わりとゆっくりと言う。

ソソー [●○○] ①コンパなどで失敗などへまをすること。②後輩が

先輩に失礼なことをすること。←クラブ等に入っていない人か

らはあまり聞かない。

ソツギョーリーチ [●●●●●○○] 何とか卒業できることになりそうなこと。

←麻雀用語から →リーチカケル、リーチ

ソツケン [○●○○] 自動車学校の卒業検定。 →シューケン、ミキワ

メ、ロジョー

ソツコン [○●○○] 卒業コンパの略。←｢オイコン｣に比べて｢下級生

が送り出す｣という意味合いが薄い。＝オイコン、コンパ

ソツタン [○○○●、○●○○] ①卒業に必要な単位。②またはその単位数。

ソツロン [○○○●、○●○○] 卒業論文。←正式名称は｢特殊研究｣。

文学部のうち、国文学科と英文学科では必修になっている。

まさに｢案ずるより産む(書く)が易し｣である。４年生の秋頃に

なると｢進んでる？｣で意味が通じる。ちなみに夏頃の｢決まっ

た？｣は就職のこと。

ソフトル [●●●○] ソフトクリームを食べること。



タイガイ [○○●○] ①大概、大方のところは。②いいかげん。

タイガイニセーヨ [○○●○○●○○] ｢いいかげんにしろ！｣というような意

味。←｢タッイッガッイッニッセエヨ｣と一言ずつ強めて言う場

合もある。

タイク [●○○] 文化会に対して、体育会系の団体をさす。←｢タイ

イク｣とはいわないで｢タイク｣とする。体育会系を統括する｢ホ

ンブ(本部)｣といわれる所がある。→ブンカ、チューオー

ダイコク [○○○●] (四年制)大学国文科。←京都女子大で使用。→タ

ンコク

ダイヘン [○○○●] ①授業に出ない者の代わりに出席カードを書いて

提出してあげること。②出欠の返事をしてあげること。←筆跡

・声帯模写の素養がないとすぐバレル →シュッセキカード

タエタ [○●○] 危険な状態を脱したこと。＝タエル

タエル [○○●] 危険な状態に耐えていること。＝タエタ

タカビー [●○○○、○○●○] 何かにつけ高飛車な態度を取る人のこ

と。←主に女の人に用いる。

タク [○◎] タクシー。

タコ [●○] 体育会ゴルフ部で使用。parの倍の数でホールアウト

すること。

タコツボ [●●●●] 駐車禁止を取られないで甲南大学の近くで車を停

めておける場所。

ダサイ [●○○] ①格好が悪い。②古臭い。③どんくさい。④間が抜

けている。＝ダサダサ →モサイ、モッサイ

ダサダサ [○○○●] ｢ダサイ｣とほぼ同意だが若干強意も含まれる。←

ギャグが面白くなかった時など｢君ダサダサやなあ｣というふう

に使うこともある。＝ダサイ

タテカン [○●○○] 学内に立ててあるカンバン。←上に何らかの情報

が書かれて始めて｢タテカン｣となるわけで、元の木の板は｢タ

テカン用パネル｣または単に｢パネル｣と呼ばれる。なお、その

パネルも大きい物は｢大パネ｣小さい物は｢小パネ｣などと呼び分

ける。→パネル、ダンマク

タビアイ [○●○○] 旅愛好会のこと。

ダビル [●●●] テープからテープ、又はＣＤやレコードからテープ

へダビング録音すること。＝ダベル

ダブリ [○●○] 留年した者。→ダブル

ダブル [●●●] 留年すること。→ダブリ

ダブルナイキ [○○○●○○] 一般教育科目、語学共に内規にかかること。

←ナイキにかかったことが発表されるころになると｢ダブル｣だ

けでも通じる。→ゴガクナイキ、パンキョーナイキ、サイリ

ダベル [●●●] 友人と喫茶店などでたらたらとしたひとときを過ご



すこと。

ダベル [●●●] テープからテープ、又はＣＤやレコードからテープ

へダビング録音すること。＝ダビル

ダボ [●●] ｢ばか｣｢あほ｣とほぼ同じニュアンス。←明石、加古川

あたりの出身者が多用する。

ダボ [○○] 体育会ゴルフ部で使用。ダブルボギーのこと。→トリ

タマジー [●○○○] Ｋ大学の倫理の教授。←｢魂｣を｢タマジー｣という

から付けられたニックネーム。

タムラ [●○○] 岡本駅の横にある｢田村書店｣。

タメ [●○、○◎] 同級生。→タメダチ

タメダチ [●●●●] 同級生の友人。→タメ

タンコク [○○○●] 短期大学国文科のこと。←京都女子大学で使用。

→ダイコク

タンダイ [○○○●] 短期大学の略称。→ヨンダイ

ダンパ [○●○] ダンスパーティー。

ダンマク [●●●●] クラブごとの応援用横断幕。

チーピン [●●●●] 体育会ゴルフ部で使用。打った玉が突然左に曲が

ること。←麻雀のチーピンからきた。

チギル [●●●] ①授業に出ないでサボること。自主休講すること。

②転じてアルバイト等をサボること。＝ブッチスル、ブチル

チキン [●○○] 三宮のチキンジョージ(ライブハウス)のこと。

チクリン [●○○○、○●○○] ｢経営学総論｣の竹林信一先生。

チャーシ [○●○] 喫茶店に行って飲み物を飲むこと。←｢チャーシバ

ク｣の略。甲南高校出身者から広まる。甲南高校出身者の間で

は｢市立芦屋高校｣の意もある。＝チャーシイク、チャーシバク

チャーシバク [○○●●●] 喫茶店に行って飲み物を飲むこと。←｢シバキ

ニイコカ｣で意味が通じる。甲南高校出身者から広まる？

＝チャーシ、チャーシイク、メシドツク

チャイゴ [○●○] 中国語のこと。＝チャンゴ

チャンゴ [●●●、○○●] 中国語。←神戸大、関学大などで使用。

中国語に対する卑称なので、使わない方がよい。

～チャッタ [●●○] ①～してしまった。②～しておられた。←西脇など

北播では②として使用されるようである。①の使用は稀。

チューオー [○●○○] 甲南大学自治会中央委員会のこと。←それが存在

する部屋もそう呼ばれている。全学年、学部ともに用いるが、

全学生が用いるかどうかは不明。

チューキン [○○○●、○●○○] ①駐車禁止。②あるいはそれにひっか

かること。→イッツー、ロチュー

チューター [●●●●] ①甲南キャンプなどにおいて下級生を引率する上

級生をさす。②予備校などにおいてそこの卒業生によるアルバ



イト講師をさす。→コーキャン

チェーネン [●○○○] 文化会軽音楽部で使用。一回生のこと。←音階の

Ｃ(ド)の音より。＝ツェーネン →イッカイ

チョー [●○] とっても。非常に。←全国的。とんねるずが源と考え

られる。｢超｣から来たものであろう。なお、関西の方言的な表

現で｢チョー来て｣があるが、この場合は｢ちょっと｣の意味。

チョーラク [●○●○] とっても楽、非常に楽の意。→チョー

チョーコー [●●●●] ①聴講生。②単位取得を目的とせず、授業に出席

して聴講するが定期考査などは受験しないこと。

チョク [●●、●○] 直接の意。 ｢ふらふらしとらんとチョクで来

たら早かったのに｣。

チョケ [○◎] ①ふざけていること。②いちびっていること。←また

はそんなやつのこと。 ｢あいつチョケやなあ｣｢あいつチョケ

トンナー｣。→イチビル

チョビ [●○] シベリアンハスキーに対する愛称。←｢動物のお医者

さん｣(『花とゆめ』連載の漫画)の主人公が飼っている犬の名

前から。

チョンバレ [○○○●] ①明かにばれそうなウソをいうこと。②すっかり

ばれてしまっている状態のこと。

チワッ [○●●、●●●] ｢こんにちは｣の略。←体育会に多い。朝、

昼、晩いつでもいう。→シタ

ツーコン [●●●●] ①ひどい目にあって｢しまった！｣という感じの状

態。②またはその時に発することば。←ドラゴンクエスト(フ

ァミコンゲーム)の｢つうこんのいちげき！｣からきている？古

くは｢巨人の星｣で使われた。

ツースト [○○○●] ２サイクルエンジンのバイク。→フォースト

ツクエ [●●●、○○●] 甲南大学近くの喫茶店｢机の部屋｣のこと。

[○○○○●●●●●●]。試験のときに、解答や参考事項を机ツクエニオボエサセル

に書き込むこと。不正行為(カンニング)に該当する。→ジショ

ニオボエサセル

ツボ [●●] ①単位がとりにくい科目。②またはその先生。←その

ような状況になることを｢ハマル｣という動詞で示す。｢ドツボ｣

になると単位が取れないことになる。 →ドツボ、ツボニハマ

ル、ツボッテル、ツボル、ラクショー

ツボッテル [●●●●●] ｢ツボ｣な状態になっていること。＝ツボル、ツ

ボニハマル →ツボ、ドツボ、ラクショー

ツボニハマル [●●●●●●] ①ツボな先生に当たること。②授業に出てな

くて単位を取れるか分からなくなること。③そのほか雲行きが

怪しくなること。＝ツボル、ツボッテル →ツボ、ドツボ、ラ

クショー



ツボル [●●●] ｢ツボニハマル｣に同じ。

ツミチュー [●●●●] クラブ等で、私生活がボロボロになっている状態

を指す。→ツミマクリ、ツム

ツミマクリ [●●●●●] クラブ等で、私生活がボロボロになること。

→ツム、ツミチュー

ツム [●●] クラブ等で私生活がボロボロになること。→ツミマク

リ、ツミチュー

ツリカン [○●○○、○○○●] 文化会軽音楽部で使用。吊り看板。

ツレ [●●] 友人。→ツレアイ

ツレアイ [●●●●] ①友人。②異性の友人。←自分の彼女といったニ

ュアンスがある。

デアイ [●●●] 学生会館と生協の間にある｢出会いの広場｣の略称。

テーエン [○○○●] 定期演奏会。←音楽系団体ならどこも用いる。

→フェアウェル

デーネン [●○○○]。文化会軽音楽部で使用。２回生のこと。←音階の

Ｄ(レ)の音より。→ニカイ

デーレー [○○●○] ものすごいの意。←岡山方言。｢ボッケー｣｢ブチ｣

なども使われる。｢どえらい｣→｢どえれー｣→｢でーれー｣

＝ボッケー、ブチ

テツマン [○○○●、○●○○] 徹夜で麻雀をすること。

テツヤバイト [○○○●○○] ダイエーでの集品バイト。←徹夜でするとこ

ろからきた名称。他社のバイトに使うこともある。

テツリン [○●○○] ①哲学、倫理学系の研究室。②またはそのゼミ。

←社会学科の中の一分野。他にシチケンなどがある。→シチケ

ン、シャガク

テツケン [○●○○、○○○●] 文化会鉄道研究会。＝テッケン

テッケン [○●○○、○○○●] 文化会鉄道研究会。＝テツケン ←促

音部分が高く発音される(？)珍しいアクセント型。

デマス [○●○] 体育会ライフル射撃部で使用。射座と標的の間の空

間に入るときの合図。←｢出ます｣からか？

～テミソ [○○●]。勧誘・使役の表現。｢～てみろ｣に同じ。←発生源は

とんねるずと思われる。1991年ですでに古語となってしまった

模様。

テル [●○] ①電話すること。②電話番号。

デンサン [○○○●、○●○○] ①甲南大学電子計算センター。＝デン

サンセンタ－ ②情報処理の実習(科目名)。

デンサンセンター [○○○○●○○○] 甲南大学電子計算センター。＝デンサン

テンプラ [●●●●] 体育会ゴルフ部で使用。ボールを高く打ち上げる

こと。

ドイケン [○●○○] 文化会ドイツ研究会。←全国的に用いる模様。



ドイゴ [○○●、○●○] ①語学のドイツ語のこと。②又はその授業

のこと。＝ドイチェ ←関学大では｢ドイ(ッ)チェ｣、神戸大で

は｢ドイツゴ｣という。→フラゴ、ゴガク、チャイゴ

ドイチェ [●○○] ドイツ語。＝ドイツェ、ドイゴ

ドイツェ [●○○] ドイツ語。＝ドイチェ、ドイゴ

ドーケン [○●○○] 文化会児童福祉研究会。

トーシ [○○○] 文化会演劇部で使用。｢採用｣の意。←採用すること

は｢トース｣。→オッコチ、トール

トース [○○○] 文化会演劇部で使用。採用すること。

トース [●●●] 単位を取ること。＝トール →オトス

トープロ [○○○○] 大学祭における総合案内誌。←当日のプログラム

の略ではない。｢統一プログラム｣か？ 主にスタッフの間で用

いられる。→ガクサイ

ドーム [●○○] 東京ドームのこと。→ジョーホール

トール [●●●] ①単位が取れること。＝トル、トース →オトス

②大学等試験に合格すること。

[～○○～○○●●○]。～とか～とかいって。←意味はあまり～トカ～トカイッテ

ないが、口癖のようになっているもの。

ドコヘン [●●●●] ｢どこらへん｣の略。 ｢その店ってドコヘンにあ

るん？｣。

トショカン [○●○○] ①図書館学講座。②図書館学概論。←大学図書館

の意味もあるが、影が薄い？

ドス [●○] 体育会弓道部で使用。的に矢が一本も当らないこと。

ドタキャン [○●○○、○○○●] 土壇場になって急にキャンセルするこ

と。→トツゼンブッチ

トッコー [●●●●、○○○●] ｢特殊講義｣の略。

トツゼンブッチ [●●●●●●○] 来ると言っておきながら突然来ないこと。

｢あいつトツゼンブッチやねん。人数合わへんわ。｣ →ドタキ

ャン

トップスル [●●○○○] 体育会ゴルフ部で使用。ボールがまともに当ら

ずアイアンのエッジで当てて転がってしまうこと。

ドツボ [○●○] ｢ツボ｣がさらに強まったもの。①非常に単位が取り

にくい科目。②非常に厳しくて、単位が取りにくい先生。←学

業とは無関係で、単に｢最悪の状態・物｣という意味もあるが、

甲南大学では①・②で使われることが多い。→ツボ、ラクショ

ー、ツボル、ツボニハマル

[●●●●●●●○○○] 体育会ゴルフ部で使用。１番アイアドライビングアイアン

ンのこと。

トリ [○○] 体育会ゴルフ部で使用。 トリプルボギーのこと。

→ダボ(ダブルボギーの略)



トリ [●●] ＪＲ摂津本山駅近くの居酒屋｢鳥正(とりまさ)｣。

→イソコ、イソゴ、ハイボ

トリプルナイキ [●●●●●○○] 一般教育、語学、体育の三分野でナイキに

かかること。→ナイキ、ダブルナイキ

トロイ [●○○] することが遅いこと。＝ドンクサイ

ドロー [○●○] 体育会ゴルフ部で使用。一緒にラウンドをまわる４

人、または３人一組の組。

トンシャー [○○○●] 雀荘｢麻雀もとやま｣。

トント [●●●、●○○] 岡本駅近くのお好み焼き屋｢とんと亭｣。

トントン [○○●○] 五分五分のこと。



ナイキ [○○●、○●○] ｢内規｣。１回生での取得単位数が、取得し

ておかなければならない規定単位数に満たない場合、２回生で

履修できる単位数が50に制限されるという内規。←内規が適用

されることを｢ナイキにかかるという→パンキョーナイキ、ゴ

ガクナイキ、ダブルナイキ、トリプルナイキ、ナイキーズ

ナイキーズ [●○○○○] ナイキに該当している人のこと。→ナイキ

ナイショー [●○○○、○○●○]。体育会ゴルフ部はじめ、テニス部など

で使用。←ナイスショットの略。

ナイテー [●●●●] (就職用語)。本採用の前に出される採用決定の通

知。←口約束だけの事もある。→ナイナイテー

ナイナイテー [○○●○○○] (就職用語)。ナイテーの前に出される採用決

定の通知。←たいてい口約束のみでいわれる。

ナオス [●●●] 元に戻す。＝シマウ ←修理・治療する意もある。

ナグサメツルイチ [●●●●○●○○] 彼、彼女と別れた時に、おなぐさめする

こと。←大阪市立大で使用。→ハッピーツルイチ

ナナボー [●●○○] 神戸港第７防波堤。←釣り人の間で有名。

ナビオ [●○○] 梅田の｢ナビオ阪急｣。→ナビオノサキッチョ

ナビオノサキッチョ [●○○○●●●●] ｢ナビオ阪急｣の南西角付近。←待ち合わ

せに使われる。ナンパの名所としても有名。→ナビオ

ナマアシ [○○○●] ストッキングをはいていない足。←漫画研究会あ

たりで使用？

ナンコー [○○○●] 甲南高校。→ナンダイ、ナンジョ

ナンコーアガリ [○○○○●○○] 甲南高校からの進学者。

ナンシカ [○●○○] ①何といっても。②とにかく。＝ナンセ

ナンジョ [○●○] 甲南女子大学。甲南大学と同じ、ＪＲ摂津本山・阪

急岡本が最寄り駅。駅前からナンジョバスで通学する。

ナンジョバス [○○○●○] 甲南女子大のスクールバス。←ナンジョの学生

はスクールバスという →ナンダイバス、ロクアイバス

ナンセ [○●○] 何といっても。＝ナンシカ

ナンソ [○○●] 甲南そば(店名)の略。＝ナンソバ

ナンソバ [○○○●] 甲南そば(店名)の略。＝ナンソ

ナンダイ [○○○●] 甲南大学。←コーナンの学生はあまり使用せず。

ナンジョの学生が｢ナンジョ｣に対抗して使う？ →ナンダイバ

ス、ナンコー

ナンダイバス [○○○○●○] 甲南大の六甲アイランド施設送迎用のバス。

←ナンジョバスに対する名称か？甲南大生はあまり使用せず、

ロクアイバスという。ナンジョの学生が発生源と思われる。

＝ロクアイバス →ナンダイ、ナンコー

ナンボナサケナイ [○○○●●●●○] 自分のことをものすごく情けなく感じた

ときにいう。←男子が使う。相手が情けないことをいう時は後



ろに｢～この男(女)は｣をつける。ちょっとゆっくりめにいう。

｢１回のやつらにあいさつしたったのに無視されてもた。ナン

ボナサケナイ｣｢ナンボナサケナインヤこの男｣。

ナンラン [○○○●] 甲南ランチ(学食のメニュー)のこと。←食券売り

場に向かって右側のおばちゃんには｢あんまりからかわんとい

て｣と言われるが、左側の大蔵さんには通じる。

ニカイ [○●○] ２年生。→デーネン

ニガイ [○○●] 第２外国語のこと。→ドイゴ、フラゴ 甲南大では

ドイツ語・フランス語のみ開設されている。

ニケツ [○○●、○●○] 単車、自転車の二人乗りのこと。

ニゲン [●○○、●●●] 第２時限。←ニゲンメともいう。

ニゴーセン [●●●●●] 国道２号線のこと。＝ニコク →ヤマカン、ヨ

ンサン、イナイチ

ニコク [○○●]。国道２号線のこと。＝ニゴーセン →ヤマカン、ヨ

ンサン、イナイチ

ニシカン [●●●●] １２～１６号館のこと。＝ニシコーシャ

ニシキタ [○○○●] 阪急西宮北口駅の略称。 車に乗る人の間では｢

中国自動車道西宮北インターチェンジ｣を指す場合もある。

ニシコーシャ [●●●○○] １２～１６号館のこと。＝ニシカン ←ゴガク

関係の授業に使われる。文学部事務室、英文学科がある。

ヌケミチマップ [●●●●●●○] 抜け道マップ(道路地図)。学生のみならず

一般的に利用者が多い。

ネルトン [○○○●] ①ＴＶ番組｢ねるとん紅鯨団｣。②ＴＶ番組の形式

を模した｢ねるとん形式パーティー｣。＝ゴーコン

～ネン [～○○] ｢～の｣。｢～行ったネン｣。などと使用。共通語の｢

～の｣とは異なり、男女とも使用する。アクセントは[低低]。

ネンチョーグミ [●●●●●●] 語学科目を再履修している人たちのこと。

←当人たちは使わない。また、反対語としてのネンショーグミ

ということばは無い。

ノーケン [○●○○] 文化会能楽研究部。

ノミカイ [○●○○、○○○●] グループで酒を飲むこと。←コンパほ

ど多人数、公式的なものではない。→コンパ

ノンベー [●○○○] 居酒屋｢のん兵衛かまど｣。



パーツ [●●●] 星電パーツ三宮店。→セーデン

パート [●●●] 体育会のうち、ロクアイで活動しているものをロク

アイパート、体育館で活動しているものを体育館パートなどと

いう。←スポ愛(スポーツ愛好同好会)では卓球パートなど、パ

ート別で活動している。

ハープ [●○○] ハーモニカ(主にブルースハープ)。←ホーナー社製

が多い。

バイキンクン [●●●●●●] 大阪のＢ短大、Ｋ短大、Ｋ短大の頭の文字を

並べて作った名前。→カンカンドーリツ、サンキンコーリュー

バイト [○○●] アルバイトの略。

ハイボ [○●○] ＪＲ摂津本山駅近くの洋風居酒屋｢甲南ハイボール｣

のこと。＝ハイボール →トリ、イソコ

ハイボール [●●●○○] ＪＲ摂津本山駅近くの洋風居酒屋｢甲南ハイボ

ール｣のこと。＝ハイボ →トリ、イソコ

ハイリマス [○●●●●] 体育会ライフル射撃部で使用。射座と標的の間

の空間から射座に戻るときの合図。

ハガイ [●○○] 腹が立つの意。 ←神戸市西区出身者が使用してい

た。｢ハガユイ｣からきたものか？

バクスイ [●●●●] 深く深く眠ること。→バクスイスル

バクスイスル [●●●●●●] ｢熟睡する｣よりもさらに上の意味で使う。

←｢爆走｣から来たと思われる。＝バクスイコク

パクル [●●●] ①無断で借りる。②無断でもらう。←悪く言えば万

引きのこと。罪の意識がうすい。＝ヘチル、ヘクル、パチル

バクチ [○●○] 賭け事かまたは、それに近い危険なこと。

パシリ [○●○] ①ちょっとした用事を言い付けてさせること。②ま

たはその用事をさせられる人。→パシル

ハシリヤ [●●●●] 車をノーマルで乗らずバリバリにチューンして、

峠などをせめるドライバーのこと。→セメル

ハシル [●●●] ①女の子にモーションをかけること。②麻雀で｢一

色手｣にすること。あるいは哭きをいれること。

パシル [●●●] ｢パシリ｣をすること。←｢おまえそこまでパシッテ

くれるか。｣とジュースを買いに行かせる。

パチ [●○、○◎] パチンコのこと。

パチモン [○○○●] 偽物のこと。＝バッタモン

パチル [●●●] 無断借用、悪くいえば万引きの意。＝ヘチル、ヘク

ル、パクル

ハチロク [○○○●] カローラ=レビン、スプリンター=トレノで、形式

がＡＥ８６の車のこと。←ハシリヤに多い。中古で買うときに

は要注意。→ハシリヤ

バッタモン [○○○○●]。偽物、いかがわしいもの。＝パチモン



バッチシ [○○●○] うまく行っている、あるいはうまく行った状態を

表わす。 ｢今日のフラゴ、バッチシや｣

ハッピーツルイチ [●●○○○●○○] 大阪の鶴橋の｢つるいち｣というおいしい

焼き肉屋で１人千円集めて、彼、彼女ができたときにお祝いを

すること。←大阪市立大で使用。→ナグサメツルイチ

ハッピョー [●●●●] ゼミの｢発表担当｣のこと。→レジメ、レジュメ

ハデグミ [●●●●] イケイケ的な人の集団。→イケイケ

バド [○●] ①バドミントン。②バドミントン部。→バドミ

バドミ [○○●] ①バドミントン。②バドミントン部。→バド

バニー [●○○] バニーガール(スロット)のこと。

パニック [●○○○] ①訳が分からなくなり、混乱すること。②または

そのような状態。 ｢明日小テストやて。もうパニックやわ｣

パパ [●○] 関学大の学生食堂｢ビッグパパ｣の略称。→ママ

ハブ [●●] (金沢方言)。仲間外れにするという意味。

バフィー [●○○] 体育会ゴルフ部で使用。４番ウッドのこと。

ハブテル [●●○○] (広島、山口方言)。腹が立つという意味。

パペポ [○●○] ＴＶ番組｢つるべ・上岡パペポＴＶ｣。

ハマー [●○○] ＭＣハマーのこと。←たしか｢ハマー｣だけになった

はずだが？

ハマダイ [○○○●] ダイエー芦屋浜店。

ハマル [●●●] ①単位の取りにくい講義とも知らず受講してしまう

こと。②ドブや溝などに落ちること。 ③癖になること。④熱

中すること。 ｢おれ昨夜ドラクエにハマッてしもて寝られん

かったわ｣。＝ツボル、ハメル

ハメル [●●●] (愛媛方言)。入れるの意。｢気合をハメル、バイト

をハメル｣

バリ [○●] ｢たいへん～｣｢非常に～｣｢ものすごく～｣という意味。

｢バリしんどい｣。←かつての暴走族用語｢バリバリ｣からの派生

か？ ＝メッチャ、チョー

バリデン [○●○○] ｢バリバリ伝説｣(漫画)のこと。

ハリマト [●●●●] 体育会ライフル射撃部で使用。一度使った標的に

修正を加え再利用すること。

バレバレ [○○○●] ①明らかにばれそうなうそをいうこと。②すっか

りバレてしまっていること。→チョンバレ

パンキョー [○●○○] ①一般教育科目。②その授業。←全国的に使用さ

れている、キャンパスことばの全国共通語。ただし、東京など

アクセントは[○●●●]。撥音部分にアクセント核がある貴重

な語例の一つ。→パンキョーナイキ

パンキョーナイキ [○○○○●○○] ①一般教育科目で内規にかかったこと。

②またはその該当者。→ナイキ、ナイキーズ、ゴガクナイキ、



ダブルナイキ、トリプルナイキ

パンセ [●○○、○●○] 生協内の喫茶室の名前。→ガクショク、グ

リル

パンフ [●○○] 大学祭・コンサート等のパンフレットの略。

バンマス [○○○●] 文化会軽音楽部で使用。バンドマスターの略。

ハンロク [○○○●] 阪急六甲駅の略。←神戸大など、その駅を利用す

る大学の学生が使用。六甲道よりオシャレ？

ヒッキ [○○●] (就職用語)筆記試験のこと。→ヒッキアリ

ヒッキアリ [○○○●○] (就職用語)筆記試験があること。→ヒッキ

ビッグマンマエ [●●●●●●●] 阪急梅田駅構内のテレビモニター｢ビッグ

マン｣の前付近のこと。←待ち合せの場所として有名。

→モニターマエ、アルタマエ

ピストン [●●○○] 車でピストン輸送をすること。←クラブやサーク

ル等での人の移動に用いる。

ヒトリゴチル [●●●●●●] 独り言を言うこと。←作家の宮本輝が多用。

ビビ [○●] 美学美術史の略。＝ビビシ

ビビシ [○●○] 美学美術史の略。＝ビビ

ヒョーセン [○○○●] 兵庫県学生弓道選手権大会の略。体育会弓道部で

使用。

ピヨピヨ [●●●●] 言葉に詰まったときに使い、相手をはぐらかすこ

とば。 ｢昨日一緒に歩いてたん彼氏？｣ ｢ピヨピヨ」

ピヨピヨダイ [●●●●○○] 神戸市北区ひよどり台(地名)のこと。

[○○○○●●●●●●] 学内にある、甲南学園創立者平生釟ヒラオノドーゾーマエ

三郎氏の銅像の前。←小さな公園のようになっており、待ち合

せや卒業アルバム写真のバックなどに使われる。→イッポンマ

ツ、ジゾーマエ

ヒルカラ [●●●●] 午前中に授業などがなく午後から学校へ来ればよ

いこと。→アサイチ、ゴゴイチ

ヒロノ [○○●、●●●] 甲南大学広野施設のこと。→ロクアイ

ファイブ [●○○] 梅田の 阪急ファイブ｣のこと。

ファミツー [○●○○] 雑誌｢ファミコン通信｣の略。←マンケンでは誰に

でも通じる。

ファミマ [○●○] ファミリーマート(コンビニエンス・ストアー)の略

＝ファミリマ

ファミリマ [○○●○] ファミリーマート(コンビニエンス・ストアー)の

略。＝ファミマ ←学習院大で使用。→ガクシューインセン

プー [○●] ①変な奴。②あんまりよくない、しけた状態、または

その様子。

プー [●○] バイトをせずに親のすねをかじること。＝プースル、

プータロー、プータロースル



ブース [●●●、●○○] ①(ｂｏｏｔｈ)屋台店、投票用等の間仕切

り、喫茶店などのボックス。②①から転じてたまり場のこと。

③①から転じてクラブ・サークルの新入生勧誘の店。＝ミセ

←③は新入生勧誘時に使われるほか、就職の合同セミナーでも

使われる。

プースル [●○○○、●●●●] バイトをせずに、親のすねをかじるこ

と。＝プー、プータロー、プータロースル

プータロー [●●●●●] バイトをせずに、親のすねをかじる奴のこと。

＝プー、プースル、プータロースル ←｢ちびまる子ちゃん｣に

出てくる｢ぶたのプータロー｣との関係は？

プータロースル [●●●●●●●] バイトをせずに親のすねをかじること。

＝プー、プースル、プータロー

フェアウェル [○○○●] 文化会軽音楽部で使用。４回生主体の最後のコン

サート。←フェアウェルコンサートの略。

フォースト [○○○●] ４サイクルエンジンのこと。←バイクに限る。

フォーソン [○●○○] サークル｢フォークソング同好会｣。

フォーラム [●○○○] ＢＯＯＫフォーラム(本屋の名前)。阪急岡本駅や

ＪＲ摂津本山駅南他数多くあるが、まとめていう。←個々の店

舗を区別する呼び名があるかどうかは不明。

フケル [●●●] 講義などを途中で抜け出ること。→ブッチスル、ブ

ッチ、ブチル、チギル

ブダイ [○○●] 文化会各クラブの役職名。部代表の略称。

ブチ [●○] (山口、広島方言)。すごく。非常に。｢ブチ眠い｣。

ブチル [●●●] 受講している講義に出ないで、家に帰ったり遊びに

行ったりすること。＝ブッチ、ブッチスル、チギル、フケル

ブッスー [○○○●] 物理数学(科目名)。

ブッチ [●●○] 受講している講義に出ないで、家に帰ったり遊びに

行ったりすること。＝ブッチスル、チギル、フケル

ブッチ [●●○] 席を取ること。

ブッチギル [○○○○●] ①他よりずば抜けて速かったり強かったりする

こと。←｢ブッチ｣と｢チギル｣の複合語か。＝チギル、ブッチ、

ブッチスル

ブッチスル [●●○○○] 受講している講義に出ないで、家に帰ったり遊

びに行ったりすること。＝ブッチ、ブチル、チギル、フケル

←甲南大学ではアメリカからの留学生も使用している。

フラゴ [○○●、○●○] ①フランス語のこと。②またはその授業。

→ドイゴ、ゴガク、ニガイ

フランケル [●●●●●] ドツボにはまること。

フレキャン [○●○○] フレッシュマンキャンプの略。←体育会１回生の

タテ・ヨコのつながりを深める目的で行われる。主に体育会で



使用。甲南大では｢キャンプ｣を｢キャン｣と略する場合が多い。

フレッシュ [○●●○] コーヒーに入れる液体ミルクのこと。１回分ずつ

パックされたものもある。←関西以外では通用しない？一般名

称は、フレッシュミルクのようである。

フレハイ [○○○●、○●○○] ①フレッシュマンハイキングの略。

②新入生歓迎イベントの一つ。文化会主催で行なわれる。→シ

ンカン、ブンキャン

プレパ [○○○] 文化会英語研究部で使用。プリパレーション(準備)

の略。

プロコン [○●○○] 大学祭で、プロが出演するコンサートのこと。

ブン [●○] 文学部の略称 →エー、ザイ、ホー、リ

ブンキャン [○●○○] 文化会キャンプの略。←文化会が主催し毎年夏休

みに行われる。→フレキャン、フレハイ

ブンケン [○●○○] 文化会文学研究会。

ブンジン [○○○●、●●●●] 文化人類学(科目名)。

ブンチカ [○○○●] 関学大で使用。文学部の掲示板の通称。←関学大

のみで通じる。文学部だけ掲示板が地下にある。

ベーアン [○○○●、●●●●] 文化会軽音楽部で使用。ベースアンプ

のこと。→ギーアン

ヘクル [●●●] ①無断で借りること。②無断でもらうこと。

→罪の意識が薄い。＝ヘチル、パチル、パクル

ヘタレ [○●○] へたくその意。

ヘチル [●●●] ①無断で借りること。②無断でもらうこと。

→罪の意識が薄い。＝ヘクル、パチル、パクル

ベッチョナイ [●●●○●] 大丈夫。←播州ではごく普通に使われている。

ベッピン [●●●●] きれいな女の人。←使われる対象は女性に限る。

ヘボイ [●○○] どんくさい、みっともない、へたくそ。＝クサイ

ヘルカン [○○○○] 文化会英語研究部で使用。ヘルパーカンファレン

スの略。

ヘンコ [○●○] ①変な奴。←｢変子｣か？ ②いこじな奴。 ←②は

大阪方言か？

ホー [●○] 法学部。←使用頻度稀。→ブン、リ、ザイ、エー

ポーアイ [○○○●、○●○○] 三宮沖にある埋立地ポートアイランド

→ロクアイ

ボーイズ [●○○○] 男の子たちのこと。→ギャルズ、ギャルッチ

ホーケン [○●○○] 文化会邦楽研究会。

ボード [●●●] キーボード(楽器)。

ホカベン [○○○●] 持ち帰り専用の弁当屋｢ほかほか弁当｣のこと。

←チェーン店はいくつか種類があるが、すべて｢ホカベン｣であ

る。



ポカリ [●○○] 清涼飲料水の｢ポカリスエット｣ →アクエ、リア

ゴ、リポディー、オロシー

ホケカン [○○○●] 保健管理センター。

ホケタイ [○○○●] 保健体育の授業。

ホステ [●○○、○●○] 文化会ホステリングクラブ。

ホタイ [○○●] 保健体育講義。＝ホタイコーギ

ホタイコー [○○○○○] 保健体育講義。←関学大で使用。甲南大では、

｢ホタイ｣｢ホタイコーギ｣という。

ホタイコーギ [○○○●○○] 保健体育講義。＝ホタイ

ボチボチ [○○●○] まあまあの意。大阪方言の代表格。ことばをにご

す曖昧な表現。

ボックス [●●●●] カラオケボックスのこと。←スナック形式のカラ

オケと区別するのに使う。

ボッタ [○○●] ｢ボル｣の受け身表現。＝ボラレタ ｢昨夜あそこの

飲み屋でボッテしもた｣ →ボル、ボッタクリ

ボッタクリ [●●●●●、○○○○●] 不当な利益を得ていること。｢あ

の店ボッタクリやからやめとけ｣ →ボル、ボッタ

ポップコーン [○○○●○○] ゲームセンターの名称。→ロイヤル

ホトケ [●●●] ①やさしい先生 ②甘い先生 ←｢不可｣を付けな

い、出席はとらない、試験はせずにレポートを出すという、仏

様のような先生に与えられる称号。感謝の意が深いと｢ホトケ

サマ｣になる。｢ホトケの○△｣などと使う。 →ツボ、ドツボ

ボル [○●] 不当な利益を得ること。 →ボッタクリ、ボッタ

ポンシュ [○○●] 日本酒。

ホンメー [●●●●] ①(競馬用語)。一番勝ちそうな馬。②恋人の中で

一番好きな人。③就職の際の第一志望の企業。④入学試験の際

の第一志望校。



マーソー [○●○○] ｢マーケティング総論｣(科目名)の略。←マンソー

(学生のみ使用)。→ケーソー、カイソー、サンソー

マイセ [○●○] マイルドセブンのこと。＝マイセン、マイルド

マイルド [●○○○] マイルドセブンのこと。＝マイセン、マイセ

マクド [○●○]マクドナルドのこと。＝マック、マクソ、マックン

→マクドル、ミスド、ケンタ、ケンチキ

マクドル [●●●●] マクドナルドに行くこと。→マクド

マジ [●○] ①本当のこと。｢～やねんてー｣｢マジ？｣ ②まじめな

こと。｢これマジでいうけどな・・・｣ ←②よりも①の意味で

使われること多し。

マシテ [○○●] 仲間に入れてほしいの意。←｢増して｣が語源ではな

いかと思われる。

マジポン [●○○○] 話相手の言葉に対する相槌。｢本当に？｣の意。

マタジン [○●○○] マタノ先生の人類学の略。←Ｋ大学のみで使用。

マツントコ [○○○●○] 甲南大学生協前にある松の木の付近。←待ち合

わせに利用される。＝イッポンマツ →ジゾーマエ、ヒラオノ

ドーゾーマエ

マック [●●○] ①マクドナルド(関西では使用稀)。 ②マクドナル

ドスポーツセンター(ボーリング等)。＝マックスポーツセンタ

ー、マックボール

マニアサン [●●●●●] 周囲に与える影響の比較的少ないアニメ・特撮

マニアのこと。←｢オタク｣とは区別し、比較的好意的に使われ

る。マンケン内で使用。→オタク、マンケン

ママ [●○] 関学大の学生食堂｢ビッグママ｣のこと。

マワル [●●●] 体育会ゴルフ部で使用。ラウンドすること。

マワル [●●●] ｢(飲食費を)おごる｣の意。←回転ずしをおごるとこ

ろからきた。

マンギタ [○○○●] 文化会マンドリンギタークラブ。

マンケン [○○○●] 漫画研究会。→オノカン

ミガイク [●●●●] 筋肉痛のこと。＝ミーガイク、ミーイッタ

ミキワメ [●●●●] 自動車学校の、各段階の見極め試験(実技)。

ミズッポイ [●●●●○] ｢水商売っぽい｣の意。→オミズ

ミズドキカルピス [●●●●●○○○] 清涼飲料水｢カルピスウォーター｣。

ミセ [●○] ①新歓時の入部勧誘のため各クラブ・サークルで出す

机のこと。②学祭時に出す模擬店。←関学大ではボックスとい

う。→ガクサイ、シンカン、ボックス

ミティー [●○○] ミルクティーのこと。←アイスの場合は｢アイスミ

ティー｣ →アイスミティー、アイスレティー、レティー

ミニコン [○●○○] 文化会軽音楽部で使用。ミニコンサートの略。

ミミコピ [○○○●] 曲を聞いて自分なりに(耳で)コピーすること。軽



音楽部、フォークソング同好会で使用。←微妙なニュアンス・

感じを大事にする。

ミヤホ [○●○] 芦屋の宮川沿いにあるロイヤルホスト(ファミリー

レストラン)。＝アシホ →スミホ、モミホ、ロイホ

ムカツク [●●●●] 腹が立つの意。←最近中学生が多用。

ムリカラ [●●●●] むりやりの意。

メグ [●●] こわすの意。→メゲル

メゲル [●●●] ①こわれるの意。←過去形｢メンダ｣ ＝ツブレル、

メグ ②精神的にまいること。←①は方言的、②は共通語的用

法ではないか？

メシドツク [●○●●●] 飯を食べに行くこと。←｢ドツキニイコカ｣で通

じる。甲南高校出身者が広めた？ →チャーシバク

メチャメチャ [○○○●] 大変の意。

メッチャ [○○●] ｢大変～｣という状態を表わす。＝チョー、バリ

←程度のランク｢メッチャ ＜ チョー ＜ バリ｣？

メリケン [●●●●] 神戸のメリケンパーク。＝メリパ、メリパー

→サカナ

メリパー [○○○○] 神戸のメリケンパーク。＝メリパ、メリケン

→サカナ

メリパ [○●○] 神戸のメリケンパーク。←この語は主に神戸の人が

使う。＝メリパー、メリケン →サカナ

メンタツ [○○○●] 就職活動の面接での必須ポイントを書いたハウツ

ー本。『面接の達人』(ダイアモンド社)。←｢電話のかけかた｣

｢男子編｣｢女子編｣等もある。→イチメン、イチメンオチ

モエル [●●●] ①真剣になる。②熱心に何かをすること。

モサイ [●○○] (京都方言)。格好悪いの意。＝モッサイ →ダサ

イ、ダサダサ

モジパネ [○○○●] 展示系のクラブが研究発表する際に作成する文字

を書いたパネル。

モス [○◎] モスバーガー(ハンバーガーのチェーン店)。＝モスバ

→マクド、ケンタ

モスバ [○●○] モスバーガー。＝モス →マクド、ケンタ

モチキンプー [○○○○●○] お金が一円もないこと。＝イッセンピー

モチコミ [○○○●] ①試験の際に教科書、辞書、ノート等を持ち込ん

でよいこと。②その試験。＝モチコミアリ

モチコミアリ [○○○○●○] モチコミに同じ。｢次の試験モチコミアリや

ってー、ラッキー｣。

モッサイ [●●●○] (京都方言)。格好悪いの意。＝モサイ →ダサ

イ、ダサダサ

モトコー [○●○○] 三宮駅～神戸駅の高架下商店街。＝コーカシタ



モトヤマ [○○○●] ＪＲ摂津本山駅。コーナン、ナンジョ、ジョシヤ

クなど女子学生が多く利用するにも関わらず、東の芦屋駅、西

の住吉駅に比べると、駅舎は言うに及ばず、各停しかとまらず

何とも情けない。お洒落な女子大生は阪急を利用する。

モニターマエ [●●●●●●] 阪急三宮駅東側、｢阪急文化(映画館)｣のテレ

ビモニターの前付近。←三宮の待ち合わせ場所として有名。

→ビッグマンマエ、アルタマエ

モミホ [○●○] 深江の籾取交差点にあるロイヤルホスト(ファミリ

ーレストラン)。＝アシホ →ミヤホ、スミホ、ロイホ

モンチ [●○○、○●○] 門限遅刻のこと。



ヤクホン [○○○●] ゴガクの教科書に使われている作品の翻訳が収録

されている本のこと。

ヤクジョ [○●○] 神戸女子薬科大学のこと。＝ジョシヤク →ナンジ

ョ

ヤマカン [○○○●、○●○○] 山手幹線の略称。＝シタノバスミチ

→イナイチ、ニゴーセン、ニコク、ヨンサン

ヤマジュン [○●○○] 法学部の山口純夫先生。←法学部には山田純子先

生もいらっしゃるが｢ヤマジュン｣といえば山口先生を指す。

→チクリン、サンサワ

ヤミシン [○○○●] 闇の進級の略。

ヤバイ [●○○、○●○] 危ない状態、困った状態を指す。 ←全国

的、一般的に使用されている。

ヤンジャン [○○○●] ｢ヤングジャンプ｣(雑誌名)のこと。→ヤンマガ

ヤンマガ [○○○●] ｢ヤングマガジン｣(雑誌名)のこと。 →ヤンジャ

ン

ヨゲン [●○○] 第４時限。ヨンゲン、ヨゲンメともいう。

ヨセワン [○○○●、●●●●] 体育会ゴルフ部で使用。グリーン外か

ら打った後パターを一回打つことでホールアウトすること。

ヨビトーロク [○○●○○○] ①国文学科等でゼミを決めるために前年度末

に行なわれる予備登録。②英文学科で行なう英語コミュニケー

ションの事前登録。③教育実習の予備登録。

ヨンカイ [○○●○] ４年生。→エフネン

ヨンゲン [●○○○] ヨゲンに同じ。←ヨンゲンメともいう。

ヨンサン [○○○●] 国道４３号線。 →ニゴーセン、ニコク、イナイ

チ、ヤマカン

ヨンダイ [○○○●] 四年制大学の略称。→タンダイ



ライシャ [○●○] 体育会ライフル射撃部。

ライン [●○○] 体育会ゴルフ部で使用。予選を通るための基準。

ラインバック [●●●●●○] 体育会ゴルフ部で使用。予選の基準よりも１

打多い人。←かわいそうである。

ラウンジ [●●●●] ①学生会館２階の休憩所。＝ガッカンラウンジ

②１０号館１階の休憩所。＝ジューゴーカンラウンジ

ラキスト [○○○●] ラッキーストライク(たばこの名前)。→センタ、

マイセン

ラクショー [●●●●] ①単位を取るのが比較的楽なこと。②またはその

科目。③転じて①や②に該当する教員 →ツボ

ラリラリ [○○○●] ｢呪われている｣という気持ちを表すこと。←ドラ

ゴンクエスト(ファミコンゲーム)の｢呪われたアイテム｣を｢そ

うび｣したときの音から。

リアゴ [○●○] 飲料水｢リアルゴールド｣の略称。 →ポカリ、アク

エ、リポディー、オロシー

リーキャン [○●○○] 文化会リーダースキャンプ。

リーチ [●○○] あと一歩という状態のこと。→ソツギョーリーチ

リーチカケル [●○○○○○] あと一歩という状態にすること。→リーチ

リガクブトー [●●●●●●] ７号館のこと。＝リトー、リレン

リシュー [○○●] (履修)。受講すること。＝トッテル

リターン [○●○○] 再履修のこと。←神戸大で使用。

リトー [○○●] ７号館(理学部棟)のこと。←リートー[○○○●]と

も言う。しゃべるエレベーターがついている。 ＝リガクブト

ー、リレン

リハ [○●、○◎] リハーサルのこと。←軽音楽部、フォークソン

グ同好会ほか音楽系の団体で使用。＝オトダシ

リポディー [○○○●、○○●○] 栄養ドリンク｢リポビタンＤ｣のこと。

→リアゴ、ポカリ、アクエ、オロシー

リョーコー [●●●●] 料理講習会のこと。

リリターン [○○●○○] 再々履修のこと。←神戸大で使用。

リレン [○○●] 理学部棟のこと。＝リトー、リガクブトー

レーコー [○○○●、●●○○] アイスコーヒー。 ←東京では使わな

い。名古屋・関西では一般的に使用。＝レーコ →レスカ、レ

ティー、ミティー、アイスミティー

レーコ [○○●] レーコーに同じ。

レシコン [○●○○] 文化会英語研究部で使用。レシテーションコンテ

ストのこと。

レジメ [○○●] ゼミの発表のために作ったプリント。＝レジュメ

←みっともない発表をするとミジメになる？

レスカ [●○○] レモンスカッシュ。←ほとんど死語である。→レー



コー、レティー、ミティー

レタリング [●●●●●] モジパネを製作すること。→モジパネ

レティー [●○○] レモンティー。 ←アイスの場合は｢アイスレティ

ー｣。→アイスレティー、アイスミティー、ミティー

～レン [～○●] 不可能を表わす｢～ラレン｣の｢ラ｣が抜けた表現。

｢信じレン｣｡

レンガマエ [●●●●●] 龍谷大のキャンパスでの待ち合わせの場所。

→イッポンマツ、ジゾーマエ

ロイホ [○●○] ロイヤルホスト(ファミリーレストラン)のこと。

→アシホ、スミホ、モミホ

ロイヤル [●○○○] ゲームセンターの名前。→ポップコーン

ロクアイ [○●○○] ①六甲アイランドの。②甲南大学の六甲アイラン

ド体育施設のこと。→ロクアイバス、ナンダイバス、ヒロノ、

ポーアイ

ロクアイバス [○○○○●○] 甲南大学六甲アイランド施設送迎用バス。

＝ナンダイバス →ナンジョバス

ロケットヒロバ [○○○○●○○] 大阪の難波の待ち合わせ場所。＝ロケット

→モニターマエ、ビッグマンマエ、アルタマエ

ロジョー [○○●] 自動車学校の四段階の路上(一般道路)での研修。

→シューケン、ソツケン

ロチュー [○○●] 路上駐車。→イッツー、チューキン

ロッパー [○○●●] シャープのパーソナルコンピュータ、Ｘ６－８０

００シリーズの略称、愛称。

ロッポー [●●○○] 六法全書。

[●●○○○●●●●●●] 試験に六法全書の持ち込みが許さロッポーニオボエサセル

れるときに、六法全書に解答や参考事項を書き込むこと。不正

行為(カンニング)に該当する。＝ジショニオボエサセル、ツク

エニオボエサセル

ロユー [○○●] 芦有道路(芦屋－有馬間)のこと。

ワークス [●○○○、●●●●] アルトワークス(軽自動車の名前)のこ

と。←軽自動車でハシリヤに多い。→ハシリヤ、ハチロク

ワッピー [●●○○] 文化会文学研究会で使用。同研究会が部室で使っ

ているワープロの愛称。

ワビオイレル [●●●●●●] 謝ること。

ワンラン [○○○●] 体育会ゴルフ部で使用。１ラウンド(１８ホール)

のこと。



 

 

             大阪府下大阪府下大阪府下大阪府下・兵庫県下兵庫県下兵庫県下兵庫県下 高等学校高等学校高等学校高等学校・高等専門学校略称一覧高等専門学校略称一覧高等専門学校略称一覧高等専門学校略称一覧    (1991(1991(1991(1991年度年度年度年度))))   
茨木東      ヒガシコー 
今宮       イマコー 
今宮工業     ～ 
園芸       ～ 
扇町       ～ 
扇町商業     センショー 
扇町第二商業 センニショー､ｵｰｷﾞﾏﾁﾆｼｮｰ 
大阪市立     イチリツ 
大塚       ～ 
大手前      ～ 
鳳        ～ 
貝塚       カイコー 
貝塚南      カイナン 
柏原東(かしわらひがし)  カシトン 
春日丘      カスコー 
交野(かたの)     カタコー 
勝山       ～ 
門真(かどま)     ～ 
門真西      カドニシ、ニシコー 
門真南 
金岡       カナコー 
河南(かなん)     ～ 
加納 
岸和田      キシコー 
岸和田市立産業 ｷｼｻﾝ､ｷｯｻﾝ､ｻﾝｷﾞｮｰ 
北千里      キタコー 
北野       ～ 
北淀       ～ 
柴島(くにじま)    ～ 
久米田      ～ 
工芸       ～ 
高津(こうづ)     ～ 
港南       ～ 
香里丘      ～ 
此花工業     ハナコー 
金剛 
堺上(さかいかみ)    カミ、カミコー 
堺工業(府立)    フコー 

・略称を表音的カタカナ表記する。 
・｢○△高校｣から｢高校｣を取っただ 
 けのものは ～ で示す。 
・他の略称があれば ～ は省略する。 
・資料の無いものは空白のまま示す。 
・蔑称的なものはできる限り排除した。 
 
大 阪 府 
《国立高等高校》 
 大阪教育大学附属 池田  イケフ、フゾクイケダ 
 大阪教育大学附属天王寺  ﾌﾃﾝ､ﾌｿﾞｸﾃﾝﾉｰｼﾞ 
 大阪教育大学附属 平野  ヒラノ、フゾクヒラノ 
   (以上３校合せて ダイキョー) 
 
《公立高等高校》 
芥川       ～ 
旭        ～ 
阿武野      アブコー 
阿倍野      アベコー 
生野       ～ 
生野工業     ～ 
生野第二工業   イクニコー 
池島       ～ 
池田       イケコー 
池田北      イケキタ 
泉尾(いずお)     ～ 
泉尾工業(大阪市)   イズコー 
泉尾第二工業    イズニコー、イズニ 
和泉(岸和田市)    イズコー 
泉大津      ～ 
和泉工業(和泉市)   イズコー 
泉鳥取      イズトリ 
磯島       ～ 
市岡       ～ 
市岡商業     イチショー 
茨木       イバコー 
茨木工業     イバギョー 
茨木西      ニシコー 

 



 

 

   堺市立工業    イチコー 
 堺市立商業    サカイショー 
 堺市立第二工業  ニコー 
 堺市立第二商業 
 堺西       ニシコ～ 
 堺東       ガシ、ガシコー 
 桜塚       サクラ 
 桜宮(さくらのみや)   サッコー 
 佐野       ～、(ハト＝校章に由来) 
 佐野(日根野)   ヒネノ 
 佐野工業     ～ 
 狭山       ～ 
 四条畷(しじょうなわて)  ナワコー 
 四条畷北     ナワキタ 
 信太(しのだ)     ～ 
 渋谷(しぶたに)    シブコー 
 島上       ～ 
 島上(大冠)  オーカン、オーカンムリ 
 島本       ～ 
 清水谷      ～ 
 少路       ～ 
 食品産業 
 白菊       ～ 
 城山(しろやま) 
 新船場      ～ 
 城東工業 
 吹田       スイコー 
 吹田東      スイヒ 
 砂川       ～ 
 住之江      ～ 
 住吉       スミコー 
 住吉商業     スミショー 
 成城工業 
 清友       ～ 
 摂津       ～ 
 泉南       ～ 
 泉北 
 泉陽       ～ 
 千里       ～ 
 大正       ～ 

高石       ～         
高槻北      キタコー 
高槻南      タカナン、ミナミ 
盾津(たてつ) 
玉川 
大東 
第二工芸     ニコーゲー 
鶴見商業     ツルショー、ツルミ 
豊島(てしま)     ～ 
天王寺      テンコー 
天王寺商業    テンショー 
天王寺第二商業  テンニショー 
刀根山      ～ 
登美丘(とみおか)   ～ 
豊中       トヨコー 
鳥飼       ～ 
富田林(とんだばやし)  トンコー 
長尾 
長野       ナガコー 
長野北      ナガキタ、キタコー 
長吉(ながよし)    ～ 
西浦       ～ 
西商業    ニッショー、ニシショー 
西第二商業    ニシニショー 
西成(にしなり)    ～ 
西寝屋川 
西野田工業    ニシノダ 
西淀川 
上神谷(にわだに)     ダニ 
寝屋川      ～ 
農芸       ～ 
野崎 
能勢       ノセコー 
伯太(はかた)     ～ 
花園       ハナコー 
羽曳野      ハビコー 
汎愛(はんあい)    ～ 
阪南       ～ 
東        ～ 
東大阪市立日進 

  



 

 

  
  東商業      トーショー 
  東住吉      ～ 
  東住吉工業 
  東豊中      ヒガトヨ 
  東寝屋川 
  東百舌鳥     ヒガモ 
  東淀川      トーヨド 
  東淀工業     ヒガシヨド 
  枚方(ひらかた)    ヒラコー 
  枚方(津田) 
  枚方西      ヒラニシ 
  平野 
  福井       ～ 
  福泉(ふくせん)    ～ 
  藤井寺      フジタカ 
  藤井寺工業    フジコー 
  布施       フセタカ、フセコー 
  布施北      ～ 
  布施工業     フセコー 
  牧野       マキコー 
  茨田(まつた) 
  松原       マツコー 
  美木多(みきた)    ～ 
  三国丘      ミクニ 
  岬        ～ 
  三島       ～ 
  港南        ナンコー 
  南寝屋川 
  箕面(みのお)     ～ 
  箕面東      ミノヒガ 
  美原       ～ 
  都島工業     ミヤコー 
  都島第二工業  トニコー、ミヤニコー 
  桃谷 
  守口       モリコー 
  守口北 
  守口東 
  八尾       ヤオコー 
  八尾北      ヤオペー 
  八尾東      ヤオトン 

八尾南      ヤオナン 
山田       ヤマコー 
大和川      ～ 
山本       ヤマコー 
夕陽丘      ユーヒ 
横山       ～ 
淀川工業     ヨドコー 
淀商業      ヨドショー 
 
《公立高等専門学校》 
大阪府立工業高専 
 
《私立高等学校》 
愛泉       ～ 
上宮(うえのみや)    ～ 
上宮太子 
追手門学院   オッテモン、オイコー 
追手門学院大手前 オーテマエ 
大阪       ダイコー 
大阪学院大学   ガクイン 
大阪工業大学 ダイコーダイ、コーダイ 
大阪産業大学 ダイサンダイ、サンダイ 
大阪商業大学附属 ﾀﾞｲｼｮｰﾀﾞｲ､ｼｮｰﾀﾞｲ 
大阪商業大学附属堺 ショーダイサカイ 
大阪信愛女学院  シンアイ 
大阪女学院  ジョガクイン、ダイジョ 
大阪女子学園  ジョシガク､ジョシガクエン 
大阪女子商業   ジョシショー 
大阪女子短期大学附属 ジョタンプ 
大阪成蹊女子   セーケー 
大阪星光学院   セーコ 
大阪青凌     セーリョー 
大阪体育大学浪商 ナミショー 
大阪電気通信大学 ﾃﾞﾝﾂｰ､ﾃﾞﾝﾂｰﾀﾞｲ 
大阪桐蔭     トーイン 
大阪福島女子 フクジョ、フクシマジョシ 
大阪貿易学院   ボーエキ 
大谷       ～ 
柏原(かしわら)    カシコー 
関西大倉     カンクラ 



 

 

    
  関西女子短期大学附属 カンジョ 
  関西創価     ソーカ 
  関西大学第一  カンイチ､ ｶﾝﾀﾞｲｲｯｺｰ 
  近畿大学附属  キンコー､キンプ､ｷﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 
  金蘭会      キンラン 
  金蘭千里     ～ 
  薫英       ～ 
  啓光学園     ケーコー 
  建国       ～ 
  賢明学院     ケンメー 
  興国       ～ 
  向陽台 
  此花学院     コノハナ 
  金光第一     コンコー 
  金光八尾     コンコー 
  金剛学園 
  四条畷学園     ナワガク、ガクエン 
  四天王寺     ヨンテン 
  四天王寺羽曳丘 
  樟蔭       ～ 
  樟蔭東      ショートン 
  城星学園     ジョーセー 
  城南学園     ジョーナン 
  住吉学園     スミガク 
  精華女子     セーカ 
  成器       ～ 
  清教学園     セーキョー 
  清風       ～ 
  清風南海     ～ 
  聖母女学院    セーボ 
  聖母被昇天学院  ヒショーテン 
  摂陵       ～ 
  泉州       ～ 
  宣真       ～ 
  相愛       ～ 
  大成       ～ 
  高槻       ～ 
  大商学園 
  千代田      チヨガク 
  帝国女子 

帝国女子大学大和田         
帝塚山学院    テズカ、テズカヤマ 
帝塚山学院泉ヶ丘 イズミガオカ    
東海大学附属仰星 ギョーセー    
同志社香里    ～        
浪速       ナミコー     
浪速工業     ナニコー     
浪花女子             
羽衣学園     ハゴロモ     
初芝       ～        
初芝富田林    ハツトン     
阪南大学     ハンナン     
梅花       ～        
東大阪              
東大谷      ～        
ＰＬ学園     ピーエル     
プール学院    プール      
北陽       ～        
箕面学園     ～        
箕面自由学園   ミノージユー    
明浄学院     メージョー    
明星(めいせい)    ～        
桃山学院     モモヤマ、ピンコー 
淀川女子     ヨドジョ     
淀之水      ～        
履正社      リコー      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 兵 庫 県 
 《国立高等専門学校》 
  明石工業高専   コーセン 
 
 《公立高等学校》 
  相生       アイコー 
  相生産業     アイサン 
  明石       メーコー 
  明石北      メーホク 
  明石清水     シミズ 
  明石商業     メーショー 
  明石城西     ジョーサイ 
  明石西      メーセー、ニシコー 
  明石南      メーナン 
  赤塚山      アカツカ、アカコー 
  赤穂       アカコー 
  芦屋(市立)    イチアシ、チャーシ 
  芦屋(県立)    ケンアシ 
  芦屋南      ケンナン、アシナン 
  網干(あぼし)     アミコー 
  尼崎(市立)    イチアマ 
  尼崎(県立)    ケンアマ 
  尼崎稲園     イナゾノ 
  尼崎小田     オダコー 
  尼崎北      アマキタ 
  尼崎工業(市立) 
  尼崎工業(県立)  アマコー 
  尼崎産業    アマサン、サンギョー 
  尼崎西      アマニシ 
  尼崎東     アマトー、アマヒガシ 
  尼崎南      ミナミ 
  有馬       アリコー 
  淡路農業     ダンノー 
  家島(いえしま)    ～ 
  伊川谷(いかわだに)   イカワ 
  伊川谷北     イカキタ 
  生野       ～ 
  出石(いずし)     ～ 
  伊丹(市立)    イチイタ、イチコー 
  伊丹(県立)    ケンイタ、ケンコー 

伊丹北      イタキタ、キタコー 
伊丹市立     (イチコー)    
伊丹西      ニシコー     
猪名川      イナコー     
伊和       イワコー     
小野       ～、(トンボ＝校章に由来) 
小野工業     コーギョー    
温泉       オンコー     
柏原(かいばら)    ハッコー     
加古川北     キタコー、カコキタ 
加古川西     ニシコー、カコニシ 
加古川東    ヒガシコー、カコトン 
加古川南    ミナミコー、カコナン 
香住      スイコー(水産科があるため) 
上郡(かみごおり)    カミコー     
川西       ～        
川西北陵     ホクリョー    
川西緑台     リョッコー    
川西明峰     メーホー     
神崎(神崎郡)     ～        
神崎工業(尼崎市)           
北須磨      ～        
錦城               
楠                
香寺(こうでら)    ～        
神戸       ジンコー     
神戸北      キタコー     
神戸工業(市立)  イチコー     
神戸工業(県立)  ケンコー     
神戸甲北     コーホク     
神戸商業(市立)  シンショー    
神戸商業(県立)  ケンショー    
神戸高塚     タカツカ     
神戸西      ニシコー     
琴丘(ことがおか)    コットン     
篠山産業 サンコー(丹南分校ﾀﾝﾌﾞﾝ､東雲分校ｼﾉﾉﾒ 
篠山鳳鳴     ホーメー、ササコー 
佐用       ～        
飾磨(しかま)     カメコー     
飾磨工業     シカコー   



 

 

   
  志知       ～ 
  松陽       ～ 
  新宮       ～ 
  神港(市立)   シシンコー、シンコー 
  城内(じょうない) 
  城北       ～ 
  鈴蘭台      スズコー 
  鈴蘭台西     ニシコー、スズニシ 
  須磨       イチスマ、スマコー 
  須磨友が丘 スマトモ,トモコー,トモガ 
  須磨東      スマヒ、スマヒガ 
  洲本       スコー 
  洲本実業     スジツ、ジッコー 
  青雲       ～ 
  星陵       ～ 
  太子       ～ 
  多可       タカコー 
  高砂       ～ 
  高砂南      タカナン 
  宝塚       ケンポー 
  宝塚北      キタコー 
  宝塚西      ニシコー 
  宝塚東      ヒガシ 
  但馬農業     タンノー、ﾀｼﾞﾏﾉｰｺｰ 
  龍野       タッコー 
  龍野実業     ジッコー、タツジツ 
  千種       ～ 
  津名       ～ 
  東播工業     トーバン、バンコー 
  豊岡       トヨコー 
  豊岡実業     ジッコー、トヨジツ 
  豊岡南      ナンコー 
  長田(ながた)     ～ 
  長田工業 
  長田商業 
  鳴尾       ナルコー 
  西宮(市立)    イチニシ 
  西宮(県立)    ケンニシ 
  西宮今津     イマコー、イマズ 
  西宮甲山    カブトヤマ、カブコー 

西宮北      キタコー      
西宮西      ニシコー      
西宮東      ヒガシ       
西宮南               
西脇       ニシコー      
西脇北      キタコー      
西脇工業     コーギョー、ワキコー 
農業       ケンノー      
白鷺工業(はくろ)   ハクロ       
浜坂       ハマコー      
播磨農業     バンノー      
播磨南      ハリナン      
氷上(ひかみ)     (ﾉｰｺｰ � 元 氷上農業高校) 
氷上西      ニシコー      
東神戸               
東灘       ～         
東播磨      ヒガハリ      
日高       ヒーコー      
姫路       イチヒメ、ヒメコー 
姫路北      キタコー      
姫路工業     コーギョー     
姫路産業技術   サンギ       
姫路飾西(ひめじしきさい) シキサイ      
姫路商業  ヒメショー、ショーギョー 
姫路西   ニシ、ニシコー、ヒメニシ 
姫路東      ヒガシ、ヒガシコー 
姫路別所     ベッショ      
姫路南      ミナミ、ミナミコー 
兵庫       ～         
兵庫工業     ケンコー      
兵庫商業     ヒョーショー    
葺合(ふきあい)    フキコー      
福崎       ～         
北条       ～         
北摂三田     ～         
舞子       ～         
摩耶兵庫              
御影(みかげ)     ～、ケンミ(他校生が使用) 
御影工業     ミカコー      
三木       ～    



 

 

   
  三木北      キタコー 
  三木東      ヒガシ 
  湊川 
  三原       サンコー 
  武庫(むこ) 
  武庫工業 
  武庫荘(むこのそう) 
  村岡       ムラコー 
  社        ～ 
  山崎       ヤマコー 
  夢前(ゆめさき)    ～ 
  夢野台      ユメコー、ユメノ 
  八鹿(ようか)     ～ 
  吉川(よかわ)     ～ 
  和田山商業    ワショー 
 
 《公立高等専門学校》 
  神戸市立工業高専 コーセン 
 
 《私立高等学校》 
  愛徳学園     アイトク 
  芦屋大学附属   アシジョ 
  育英       イクエ 
  生野学園     ～ 
  市川       ～ 
  小林聖心女子学院 セーシン 
  関西学院高等部  カンガク 
  近畿大学附属豊岡 キンダイフコー 
  啓明女学院    ケーメー 
  賢明女子学院   ケンメー、ヒメケン 
  甲子園学院    コーシエン 
  甲南       ナンコー 
  甲南女子     ナンジョ 
  神戸海星女子学院 カイセー 
  神戸学院女子   ガクジョ 
  神戸弘陵学園   コーリョー 
  神戸女学院高等部 ジョガクイン 
  神戸女子商業   シンショー、クマミ 
  神戸常盤女子   トキワ 
  神戸野田     ノダ 

神戸村野工業   ムラコー  
神戸山手女子   ヤマテ 
甲陽学院     コーヨー 
三田学園     サンダ、ガクエン 
塩原女子     シオバラ 
夙川学院     シュクガワ 
松蔭       ～ 
神港学園神港   シシンコー 
親和女子     シンナ 
淳心学院     ジュンシン 
須磨女子     スマジョ 
須磨ノ浦女子   ムツミ 
成徳学園     セートク 
園田学園     エンジョ、ソノダ 
滝川       ～ 
滝川第二     タキニ 
東洋大学附属姫路 ﾄｰﾖｰ､ﾄｰﾖｰﾀﾞｲ､ﾄｰﾖｰﾀﾞｲﾋﾒｼﾞ 
灘        ナダコー 
仁川学院     ニガワ 
日生学園第三   ニッセー 
白陵       ～ 
日ノ本学園    ヒノモト 
雲雀丘学園    ヒバリ 
兵庫県播磨     ハリマ 
報徳学園     ホートク 
湊川女子     ミナジョ 
武庫川      ムコジョ 
八代学院     ヤシロ 
柳学園      ヤナギ 
百合学院     ユリガク 
六甲     ～(六高?六甲? � 六甲中学:ﾛｸﾁｭｰ 
 
・この資料作成にあたっては、講義受講者 
 の他に多くの方々のお世話になった。 
 改めてお礼申し上げる。 



－ 情報提供のお願い －

・この冊子に収録されていない｢キャンパスことば｣や｢高校略称｣をご存じの

方は、下記のような書式で情報を提供して下さるようお願いします。

・｢キャンパスことば｣とは、学生が日常使用していることばであれば、

学修に関するもの

課外活動に関するもの

学校以外の日常生活に関するもの

よく利用する店の名前

など、あらゆるものを含みます。

・次頁の表をコピー、または、同様のものを作成し、下記の例にならって記

入してください。

・甲南大学以外の学生(神大、関学大等)が使用するものは、その旨を備考欄

に記入してください。

・情報は、甲南大学都染宛に送って下さるか、10号館９階都染研究室もしくは

国文学科共同研究室まで届けて下さるか、いずれでも結構です。

語 意 味 ・ 情 報 備考

多くの大学で記 パンキョー 一般教育、一般教育科目。どこでも使うようである

こと 神大で使用入 カリシン 教養課程の単位を残しつつ、一応専門課程に進む

例 ナンソバ 岡本駅前にあるそば屋。正式名称は｢甲南そば]

ヒメニシ 県立姫路西高等学校。姫路では単に｢ニシ(コー)｣



キャンパスことば 情報提供

情報提供者氏名 大学 学部 年

連絡先( ･ ･ ｸﾗﾌﾞ )住所 所属 などいずれか5
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