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をやっつけろ!!花
粉 症

ショッカータイムス

五目炊き込みご飯＆スイートポテト
の作り方も載ってます。



　入学おめでとうございます。大学の自由さに初

めは戸惑われるかもしれませんが、その自由をフ

ル活用して楽しく充実した大学生活にして下さ

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　みかん

　自分の人生の主人公はあなた自身です。だから

モラトリアムだなんて思わず、充分に活かして

行って下さい。後の人生にきっと反映しますから。

うえすぎようこ

　積極的にいろんな事にチャレンジしてみる
といいと思います。

メガネ君

　大学生になったからには様々なことにチャ

レンジしなければ損ですよ!!もちろん遊びや

恋愛も…。

玄米フレーク

　2005 年度 3月（2006 年 3 月）に名古屋大学・大学院を卒業・修了する予定のみなさん。
生協に関する手続はもうお済みですか？　ここでは、「まだ手続してない」「なにをやれば
いいんだっけ？」という方のために、生協に関する手続を簡単に説明します。

25 ページへ



～～Me  dia2Me  dia2
CONTENTS

Co-op Information  4 
花粉症をやっつけろ !!  6
ショッカータイムス  8
学読本舗  12
隔月特別講義共済基礎  16
名大生協 unicef 班  18
Peace Now! 21　  19
Me～ dia 伝言板  22  
全新歓公示  24
卒業修了予定のみなさんへ 25
ゆうべのひとこえ  26
さんすう  29
学生委員会だより  30
編集後記  31

THE NEWS FROM NAGOYA UNIV.COOP

表紙：リト
裏表紙：コウ　Me~dia12当選者の発表はp28へ。Me~dia伝言板への投稿も

お待ちしています。

　花粉症に悩んでいる人、必見!!そうでない人も一読の価値あ
り☆そろそろ花粉症の人には辛い季節が近づいてきました。こ
こでは様々な花粉症対策を紹介します。

　読者投稿をもとにした交流ページです。今回の投稿テーマに
は●名古屋のデートスポット●なんかもあったり…。気になる
アナタはp22へ。

　今回の特集ページは

　バレンタインデーにピッタリ☆チョコレートを使ったお菓
子の作り方はもちろん、チョコレートの豆知識もたくさん詰め
込んでお届けします!!
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もうすぐ理系地区に新しいお店ができます！

パンフ
レット

magazine

過去

問題集

　ほんとうに1年はあっという間で、もう後期の期末試験ですね。1年生のみ
なさんは大学の試験にも慣れたでしょうか？試験だけでなくレポートもたく
さん出て、大変な人もいるかもしれませんが、これを乗り越えたら長～い春休
みです！あと一息がんばりましょう。

　こんにちは。今回のページ下のお題は「雪」と「電車での過ごし方」です。今年は例年よりも寒く、名古屋でも記録的な積雪
がありましたね。慣れない雪に苦労した人も多いのではないでしょうか。ぽかぽかと暖かい日差しがうれしい今日この頃
です。それでは早速いってみよー☆★☆(編集部)

magazine

Me~dia 2　Co-op Information

　永らくご利用いただきました第一理系食堂(中華食堂)が、2006年5月下旬、名古
屋大学の「知」に貢献する書籍店として大きく生まれ変わります。
　そして、2006年の夏には第二理系食堂(理系カフェテリア)の改修も行われ、
完成後は書籍店と理系カフェテリアをひとつの施設として「FOREST」( FOR 
Eat&Study&Talk)という名前の施設になります。

これが「FOREST」完成予想図！

　今回は、5月にオープンする書籍について紹介します。
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文責：常任理事　寺沢優美

　小学校の頃、大雪が降ると先生が「今日は授業せずに雪遊びしよか！」と言ってくれました。それがうれしかったですね。
あのころは無邪気やったなぁ。「電車が動かんくなる～」なんて心配せんでもよかったんですから。（ハムハム）

Me~dia 2　Co-op Information

書籍の名称に、たくさんのご応募ありがとうございました！

・在庫冊数3万冊強にし、本・雑誌とも、選びやすく買い
　やすいよう、スペースを十分に確保します。
・名大で必要な理工系専門書は、名古屋地区No.1の品
　揃えを目指します。 

　昨年12月から約1ヶ月間この新しい書籍の名称を募集したところ、100点以上の
すばらしい作品が集まりました。本当にたくさんのご応募ありがとうございました。
今後、生協職員および組織委員で審査を行っていきます。
　名称は、今年3月に決定する予定です。ご期待下さい！

新しい書籍、ここがポイント！

・名大売り上げランキング
・名大生先輩のおすすめ
・先生ご推薦書籍　　　　　　　　などを行います。 

・刺激しあえる、つながりづくりの場を目指します。 
・ミニ講演会・読書会の開催、名大内の学術的イベン
　トの情報提供 
・2階カフェとの連携 　　　　　　などを行います。 

・就職関連セミナーの実施、各種講座・試験の情報提
　供、インターンシップのご案内 
　　　　　　　　　　　　　　　などを行います。 

トイレがきれいに！ 理系ショップにATM登場！
　この春には、北部厚生会館と理系カフェ
テリアのトイレも生まれ変わります！大
学の予算で改修していただけることにな
りました。3月には改修が終わる予定です。
　今まで「トイレあるの知ってるけど、な
んか古そう…」と思っていた人もいたかも
しれませんが、これを機にぜひどんどん利
用してください。

　4月には、理系ショップに各種銀行・郵便
局のカードが使えるATMが設置されます。
コンビニに設置されているようなATMで
す。
　研究などで忙しく三井住友UFJ銀行の
ATMまで足を伸ばせないという人はぜひ
ご利用ください。

　今年度の終わりから来年度の始めにかけて、生協のお店は改修ラッシュです。工事中はご不便
をおかけすると思いますが、これからもさらに組合員のみなさんにとって使いやすい生協になれ
るよう努力していきますので、よろしくお願いいたします。
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　まだまだ外は寒いけど、テストが終われば春休み。もうすぐ春です
よ☆そして、春といえば花粉症。日本人の約20%が患者だといわれて
いて、国民病とまで呼ばれています。そんな花粉症患者にとってはキ
ツイ季節が刻一刻とせまっています。
　このページではそんな花粉症患者のため
に、花粉症の症状を少しでも抑えるようなお
役立ち情報をお伝えします。

マスク・メガネ
　外出する時の必需品です。マスクは約9割、メ
ガネは約6割の花粉を防いでくれます。マスクや
メガネは花粉症用のもののほうが花粉を防げま
すが、普通に販売されているものでも十分効果が
あります。ちなみにマスクは生協の購買でも販売
しています。

部屋の花粉
　まずは部屋に花粉を部屋に持ち込まないよう
に、帰宅時に衣服についた花粉を落としましょう。
また部屋の窓を開けておくと花粉が大量に部屋に
入ります。屋外に衣服を干さないこと。
　部屋の花粉を取り除くには が一番!!
でも「空気清浄機は高い…」という人は をて
いねいにかけましょう。花粉はホコリよりも重い
ので、掃除機をかけるだけでも効果があります。

掃除のポイント三ヶ条

掃除機の排気にも花粉が少し残っています。

花粉はホコリと同じで部屋の四隅にたまりが
ちです。

花粉は床面にたまるだけではありません。

↑北部購買の一角に
並んでいるマスクたち

をやっつけろ!!花
粉 症

花粉の量
　大量に飛んだ去年の約30%程
度。平年よりやや少ないと予測さ
れている。

飛び始めの時期
　平年よりやや遅く、名古屋では
2/10ごろから飛び始めると予測
されている。

1 身のまわりから見直そう

　昨年某日、雪のせいで帰宅に３時間(通常の２倍)かかりました。ちなみに母は４時間(通常の３倍)かかったらしいです。そ
の日のバイト先(本屋)の売り上げはいつもの３分の１だったそうで…。(だつ)
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文責：ふーちょ

最後に…3

規則正しい生活
　春休みは生活習慣が乱れがちです。不規則な生
活は知らず知らずのうちに自分の体を花粉症に弱
い体質にしています。
　バランスのとれた食事をとったり、夜更かしを
しないようにしましょう。飲酒や喫煙も花粉に敏
感な体質になるのでほどほどにしてくださいね。

　花粉症の症状を軽減させるのに抗ヒスタ
ミン剤などの薬は効果的です。ただし、用法
用量は守りましょう。
　ただし、抗アレルギー薬は効果が現れる
までに時間がかかるため、花粉症がひどく
なる前から薬を服用するのがよいそうで
す。花粉が飛ぶ前に、花粉に強い体質にする
のがポイントらしいです。

規則正しい生活よりも普段通りの生活!?

　花粉症は自律神経が過敏になるために起こり
ます。そんな自律神経を過敏にする原因がストレ
スです。鼻水や鼻づまり、目のかゆみなどでイラ
イラしてストレスがたまるとさらに自律神経を
過敏にさせるという悪循環に陥ります。
　禁煙や禁酒をしてストレスをためてしまった
ら逆効果。規則正しい生活が多大なストレスを発
生させるような人は、普段通りの生活を心がけた
ほうがいい場合もあります。とはいえ、規則正し
い生活にストレスを感じないのが一番なんです
けどね…。

薬の利用法

　花粉症対策の参考になりましたか？当たり前のことですが、花粉
症は花粉を吸わなければ平気です。いかに花粉を吸わないように
するかを考えながら生活してみると、今までの生活がいかに花粉を
吸っていたかということに痛感するでしょう。
　今年の花粉症シーズンはまだこれからです。
　今年もがんばって乗り切りましょう!!

食事
　肉類や卵などはアレルギー症状を敏感にするよ
うなので食べないようにしましょう。逆に、ヨー
グルトを食べると花粉症に強い体質になれるそう
です。でもすぐに効果があるわけではなく、一日
200gを毎日継続的に食べなければ効果が薄いよ
うです。

2 生活習慣から見直そう

　雪が降っている様を見るのは好きです。キレイだから。でも、雪が降った翌日の、特に朝は最悪です。溶けて凍ったのが滑
りまくる。降って一通り積もったらさっと消えてくれればいいのにと、今年はかなり強く思いました。（にゃっこ）
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♪ガトー・オ・ショコラ♪

バレンタインの定番のお菓子です
ね☆型をハート型にすると、またいっ
そう愛のこもったプレゼントになり
ますね。しかし、カロリーが高いので
食べ過ぎには要注意です。

ショッカータイムス
第３4回

もうすぐ、バレンタインデーですね！！！バレンタインと言えば、チョコレート。女の子は誰にチョコ

レートを渡すかドキドキの季節！！！男の子は誰にチョコレートをもらえるかドキドキの季節ですね。し

かし、みなさんチョコレートについて、どのくらい知ってますか？？今回は、私たちがチョコレートについ

て詳しく説明しましょう。

©チョコレート©

バレンタインデーに渡すのにピッタリなチョコレートを使ったお菓子を紹介します(>_<)

♪ブラウニー♪

これは簡単に作れておいしいので、
バレンタインにオススメです。使う材
料も、普段お家にあるものでできま
す。作り方は混ぜて焼くだけです。テ
ストで作る時間が無いときには、是非
作ってみて下さい。

♪トリュフ♪

甘くとろける食感がチョコレート
好きにはたまらない一品ですよね。し
かも、作るのも意外と簡単です。特別
な道具も必要ありません。必要なのは

貴方の『 』だけです。

チョコレート 70g 
卵　 3コ  
砂糖　 100g 
無塩バター 70g 
生クリーム  50ml 
薄力粉 30g 
ココア 40g 
粉砂糖 適量 

① 薄力粉とココアは合わせてふるい、卵は卵白と卵黄に分けておく。 

② チョコレートは刻み、バターと共に湯せんにかけて溶かす。 

③ 湯せんからはずし、②に卵黄を混ぜ、生クリームを加える。 

④ 卵白はツノが立つ位にしっかりと泡立て、砂糖を加えさらに泡立てる。 

⑤ ③に④の1/3量を加えて軽く混ぜ、①の粉を加えてサックリと混ぜる。 

⑥ ⑤に残りの④を加え、泡を消さないように混ぜ合わす。 

⑦ 紙を敷いた型に流し入れ、170度に予熱したオーブンで約35分焼く。

バレンタイン定番のお菓子ガトー・オ・ショコラのレシピを紹介します(>_<)

第一章　特集ページ

小学校の頃、雪が降ると一時間目が"雪遊び"という科目に変わることがしばしば。雪をさわってぬれた手袋を乾かそうと
思って置いておくと紛失する可能性が87%。（ふーちょ）
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★バレンタインデーの起源★

バレンタイン司祭は3世紀のローマの人です。
一説によると、当時の皇帝は、強兵策の一つとして兵士たち

の結婚を禁止していました。これに反対したバレンタイン司祭
は、皇帝の命に反し多くの兵士たちを結婚させました。このた
め皇帝の怒りをかい、ついに殺されました。この殉教の日が西
暦270年の2月14日で、バレンタイン司祭は聖バレンタインと
して敬われるようになり、この日はローマカトリック教会では
祭日とされています。初めの頃、聖バレンタインデーは司祭の
死を悼む宗教的行事でしたが 14世紀頃からは若い人たちが愛
の告白をするようになりました。

日本では昭和30年代(1950年代)に入ってから、多くのこと
が関係して(製菓会社の陰謀か!?）「バレンタインデーにはチョ
コレートを女性から男性に」という習慣が定着し、今日のよう
な盛んな行事になったようです。

★チョコレートの歴史★

　チョコレートがヨーロッパ全体に普及し始めたのは17世紀
に入ってからのことです。この当時は貴族の飲み物として愛さ
れていました。今のように固体になったのは、1800年代のこ
とでした。日本に初めて輸入されたのは1797年です。1878年
に日本でチョコレートが製造販売され始めました。その当時は

『猪口令糖』と呼ばれていました。それにしても、当て字がひど
過ぎますよね。特に『猪』はどこからきたんでしょう。　

★チョコレートの健康効果★

１）動脈硬化を防ぐ
２）ガン予防に期待
３）ストレスに打ち勝つ
４）アレルギーやリウマチにも効果
これらの効果はカカオポリフェノールによります。ポリフェ

ノールは赤ワインにも多く含まれていますが、チョコレートは
それより遥かに多く含まれています。

★参考にしたページ★

パナデリア
 http://www.panaderia.co.jp/materials/chocolate/
明治製菓　チョコレートおもしろ博物館
 http://www.meiji.co.jp/etc/choco/index.html

日本チョコレートココア協会
 http://www.chocolate-cocoa.com/

ボブとアンジー
 http://www.bob-an.com/

★チョコレートの分類★

チョコレートの主な原料は、砂糖・カカオマス・ココアバター・乳
製品です。油脂の成分によって次の３種類に分類されます。

 １）純チョコレート カカオバターを18％以上含み、他の植物
性油脂（パーム油・ヤシ・大豆など）やレシチン以外の乳化
剤は添加されていないもの。 

 ２）チョコレート カカオ分が高くても、他の植物性油脂
（パーム油・ヤシ・大豆など）やレシチン以外の乳化剤を添
加しているもの。 

 ３）準チョコレート カカオバターを３％以上、他の植物性油
脂を15％以上含んでいるもの。 

ミルクチョコレートは、カカオマスが少なく、全粉乳が多い配合
です。そのため白くなります。

一方、ブラックチョコレートは、カカオマスが多く、全粉乳が少な
い配合です。そのため黒く、苦めになります。

★きのこの山・たけのこの里　こぼれ話？★

チョコレート菓子の定番といえば、「きのこの山」「たけのこの
里」。「きのこの山」は昭和50年、「たけのこの里」は昭和54年に発
売されました。これらは現在でも有名ですが、実は・・・「すぎのこ
村」という商品が昭和62 ～ 63年まで発売されていたそうです！
知ってましたか？皆さん！

12月の大雪の際、「慣れない人は大変だなー」と東海の人を見て思ってたけど、実家に帰ったら…3m越えの雪が積もって
ました。さすがに慣れないです。冬の体育はスキーな地域ですが、さすがに…。JRは「時々動いて」いました。おかげで名古
屋に帰るのが予定より2日遅くなりました。ぽかぽか名古屋がうらやましい限りです。（のん）
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米 1.5合

鶏胸肉 50ｇ

ゴボウ 40ｇ

ニンジン 30ｇ

生シイタケ ２枚

第二章　 料理魂

①  米はといでザルに上げ、約30分おいて水気を切る。

② 鶏肉は1.5 ～２㎝角に切る。ゴボウは皮をこそげて２～３㎜
幅に切り、水に約５分さらしてザルにあげ、水気を切る。ニ
ンジンは皮をむき、長さ2㎝、５㎜幅の短冊切りにする。シイ
タケは軸を切り落とし、半分に切って３㎜幅に切る。

③  器に②を入れ、混ぜたＡを加えてからめ、約５分置く。

④ キヌサヤはへたと筋を取る。塩を入れた熱湯でさっと茹で
てザルに上げ、水気を切って１㎝幅の斜め切りにする。

⑤ 炊飯器の内釜に米を入れ、③の漬け汁をザルで濾しながら
加える。1.5合の目盛りのところまで水を足し、③の具をの
せて大きく混ぜ、普通に炊く。

⑥ ご飯が炊きあがったら、④を加えてさっくりと混ぜ、器に盛
る。

キヌサヤエンドウ 15ｇ

 醤油 大さじ１

 酒・薄口醤油 各小さじ２

塩 少々

★サケの炊き込みご飯の作り方★

　上記の「五目炊き込みご飯」の鶏胸肉を甘塩鮭に変えて、作る
と、「サケの炊き込みご飯」に早変わり？！

★その他の炊き込みご飯★

　・栗ご飯（おいしいですよね(>_<)）
　・豆ご飯（グリーンピースが苦手な人には若干厳しいか）
　・あさりご飯（はまぐりでも良いですよね(*^_^*)）
　・混ぜご飯（←炊き込みご飯じゃないですよね？？）

今回は、ショッカーの11月の料理会で作った炊き込みご飯とスイートポテトを紹介します！

 ☆簡単に作れるので皆さん是非一度作ってみて下さい☆

Ａ

もとJUDY&MARYのYUKIが大好きです。彼女の歌を聴くとじっとしていられなくなるくらいテンションが上がります。
実はシャカラビッツのUKIも好きなんですがどうも名前が好きになれません。UKI って何？ (皆さんは最初これなんてな
んて読みました？ )（ゆーすけ）
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①  さつまいもはよく洗い、皮ごとラップで包んで電子レンジで約10分加熱する。

②  熱いうちに皮をむいて１㎝くらいの厚さに輪切りし、ボウルに入れてフォークなどでさっと潰す。

③ 温かいうちにバター・砂糖・卵黄１個・塩少々を加えてよく混ぜる。

④メレンゲを硬く泡立ててそれをそれを③とさっくり練らないように混ぜ合わせる。

⑤形を整え、④の表面に卵黄を塗りオーブン（200度）で20 ～ 30分で焼く。

今回はバレンタインも近いということで、バレンタイン特集をしました。みなさんの今年のバレンタインの参考に
なればいいなと思っています。また、テストでお疲れな皆さんも、チョコレートでも食べて、ストレスを吹き飛ばして
下さい。ちなみに、チョコレートを食べると鼻血がでるとかニキビができるというのは、間違った知識なので安心し
て食べて下さい。

今回、私はこのショッカータイムスの編集に初めて参加しましたが、なかなか大変でした。ですから、みなさん、心
して読んで下さいね(笑) ！！！
 文責　ショッカー

さつまいも 250ｇ（大１本）

バター（マーガリンも可） 大さじ2（約25ｇ） 

卵（Ｌサイズ） １個

砂糖 35g

塩 少々

★ポイント★
・ メレンゲの代わりに牛乳を入れても構いません。
・ ふつうの砂糖はグラニュー糖でも構いません。
・ 茹でたさつまいもを濾すと、さらに滑らかに仕上げる事ができます。

★メレンゲ★

メレンゲとは、卵白に砂糖を入れて泡立てたものです。
ケーキや天ぷらに使うと、仕上がりがふわふわになります。
また、そのまま焼いて食べることも可能です。

★メレンゲ作りのポイント★

 ・ 砂糖は数回に分けて入れましょう。
 ・ 「角がたつまで」泡立てましょう。つまり、泡立て器です

くった時に、ピンと角が立つまで泡立てます。
 ・ ハンドミキサーを使う際も、最後は泡立て器で混ぜま

しょう。その方が、仕上がりがよくなります。

メレンゲについて、Me~dia 12 から再録します。

太平洋側に来て雪からは解放されるかと思いきや、例年（地元）と変わらない景色を見ることが出来ました。正月に実家
に帰ると逆に雪がありませんでした。（まや）
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vol.6

最近はこんな活動しています！（12～ 1月）
最近の学読班は…

書籍からのお知らせ

　12月は主に、メンバーそれぞれのおススメ本の紹介とそれらのまわし読みを行いました。その後、読んだ
本の感想交流を行いました。12月最後の班会では、感想交流などを参考に、学読的活字中毒拡大版で紹介す
る本を決定しました。詳細は、この記事の特集コーナーを参照してください。

　大人気のハリーポッターシリーズ第6弾がついに発売されることになりまし
た。生協でも「ハリーポッターと謎のプリンス」の予約受付を開始しました。もち
ろん定価の10％ OFFにて購入できます。詳しくは生協書籍部のホームページを
ご覧下さい。メールでも予約を受け付けています。
　　◆発売予定　2006年5月17日
　　◆定価　3,990円
　　◆お申込み先
　　　　北部書籍　：hokubu-shoseki@coop.nagoya-u.ac.jp   (FAX：781-9073)
　　　　南部書籍　：nanbu-shoseki@coop.nagoya-u.ac.jp 　(FAX：781-5019)
　　　　医学部書籍：igakubu-shoseki@coop.nagoya-u.ac.jp  (FAX：731-4410)

　そろそろ春休みが近づいてくるころです。テストが終わり春休みになれば、たくさん自由時間ができると思います。
2月13日といえば、まだテスト期間中ですが、ちょっとした時間をみつけて本を買いに来てください。ごっそりと買い
こみ、春休みに読んでしまいましょう。

  読者の皆さん、いかがお過ごしですか。この冬は例年にないほどの大寒波です。朝になって起き

たら、辺り一面が真っ白だった、なんていう日もありましたね。寒い日には家の中でのんびりと、

いつまでも本を読んで過ごしたいものです。しかし、迫り来るは学期末テスト。ゆっくり読書…と

もいかないのが学生の実情でしょう。さて、そんな時こそ気分転換に学読本舗はいかがですか？

もちろん普段本を読まない人も大歓迎、推薦文を読みたいだけって人も大歓迎。さぁ張り切って

いきましょう。学読本舗vol.6の始まり始まり～。

Me~dia 2　学読本舗

　高校のころ、冬休みに雪だるまを作りました。雪の多くない地域だったので、できた時はすごく感動。いつか、かまくらや
スキーもやってみたいなぁ。（みっくす）
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活字中毒
学読的

◆12月の本◆

のおすすめ
『名探偵の掟』  東野圭吾　著
講談社文庫　　価格：620円

のおすすめ
『ＭＡＺＥ』　恩田陸　著
双葉文庫　　価格：550円

　谷を越えた先にあるのは現実と切り離されたかのような「存在しない場
所」、そしてそこに佇む白い直方体の建物通称「豆腐」。舞台は日本から遠い、
アジアのどこか西の果ての荒地。ここに立ち入った多くの者が帰ってこない
という謎を解くべくやって来た4人の男たちは、はたして人間消失のルール
を見出すことができるのだろうか？
　「人が消失する」ただそれだけのことなのに、冴え冴えとした恐怖を感じつ
つも物語に引き込まれていく、そんな一冊です。

　本書はミステリーのパロディ小説です。「名探偵」天下一代五郎の活躍を
描いた短編推理小説集の体裁をとっていますが、話の主眼はミステリーの
道具立て―密室殺人や時刻表トリックといったもの―を乱用することで
生じるおかしな事態へのツッコミにあります。
　ミステリーを読んだことのある人間ならニヤリとしてしまう要素が満
載です。しかし本書は単なるお笑い小説ではありません。笑いという手段
を用いてなされる、安易な推理小説への批判は鋭いものであり、筆者によ
るミステリー論といった観さえあります。

読書好きな輩が送る今月の一作

 そろそろ学期末試験が近づいてきました。だから、テスト勉強に追われている人も多くいる
と思います。テスト勉強に疲れたときに、息抜きとして少し本を読んでみませんか?きっと、よ
い気分転換になると思います。でも本を読み過ぎてしまい、単位が危ない…ということになら
ないように、適度に楽しく読みましょう。

　個人的には、雪の日はあまり好きではありません。理由は寒いのが苦手だからです。そんな私は、雪の日にはこたつの中
でみかんでも食べて過ごしていたいと思っています。（りじゅ）
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～今月の特
集 ～

～今月の特
集 ～

　1月は通常の学読的活字中毒の拡大版を行いました。学読班メンバーに、それぞれのおすすめする本を
紹介してもらいました。学読班の中での感想交流などを参考に、今回の拡大版で紹介する6冊の本を選び
ました。ここで紹介する本は、どこで紹介しても恥ずかしくない優れた本だと思います。ぜひ一度、読ん
でみてください。

のおすすめ
『ドラえもん学』  横山泰行　著
ＰＨＰ新書　　価格：735円

　お正月と言えば、何でしょう？そう、ドラえもんスペシャルですよね。
　この本には、ドラえもんの生まれるまで、生まれてから世界中に広がるまで、
ドラえもんの名シーンが全てわかります。思い出して涙が出そうになります。
　大学へ来ていろいろな学問があるなぁと思いましたが、こんな学問もあるの
かと思いました。やっぱり自分はドラえもんが好きなんだなと再確認できます。

のおすすめ

『七回死んだ男』 　西澤保彦　著
講談社文庫　　価格：620円

　中島敦の作品は中国の古典を現代風にアレンジしたものばかりで一見退屈そ
うに感じますが、深く読んでみると現代でも通用する内容になっていて、私たち
の実生活の教訓ともなるという点は驚くべきことです。
　ひとつひとつの作品は非常に短いにもかかわらず、内容の印象が非常に鮮明に
残る作品は数が少ないという点でも、特に高校時代に一度読んだことがあるとい
う人に読み返して、再度作品を味わってほしいと思います。

　ＳＦ的設定を持ち込んで傑作を書く作者の代表作。主人公は一日を何回も繰り
返す特殊体質の持ち主で、その中の殺人をなんとか止めようと奮闘します。名探
偵は結論を言うまで助けようともしないから推理小説は嫌いだ、と言う方にお勧
めです。
　会話はテンポよく、恋愛は美しく、しかも謎解きは理路整然としている本格パ
ズラーです。いくら邪道と言われようと、この作者の小説は本格物です。

のおすすめ

『李陵・山月記』 中島敦　著
新潮文庫　　価格：380円

　今冬は、大雪が降りましたね。北陸出身者としては、雪に慣れてはいたのですが…。雪の日には、むちゃせずに、行動した
いものです。（シュウセイ）
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のおすすめ

のおすすめ

のおすすめ
『メガネ男子』 ハイブライト　編
出版：アスペクト　　価格：1365円

『だからあなたも生き抜いて』 大平光代　著
講談社文庫　　価格：580円

『ほぼ日刊イトイ新聞の本』 糸井重里　著
講談社文庫　　価格：620円

　メガネ萌えが最近のブームになっているようですが、これは女性に対してだけ
ではありません。このメガネ男子は、メガネ好きの老若男女誰にでも自信を持っ
てお勧めできるメガネ萌え本です。まだ一部でしか知られていませんが、次第に
知名度が上がり、これから爆発的な人気になると私は信じています。あなたも、こ
のすばらしいメガネの世界をぜひ経験して下さい。おぎやはぎなどの有名人もた
くさん出ていますよ。

　この本は、自殺未遂、極道の妻、司法試験合格…と壮絶な大平光代さんの生き様
が生々しく描かれています。この本を読めば、人生の中で多少苦しいことや嫌な
ことがあっても乗り越えられそうな気がしますよ。ぜひ一度読んでみて下さい。
特に、目標に向かって一生懸命勉強している人、人生の壁にぶつかっている人に
はお薦めです。

　「流行していないけど面白い物」を見つける天才である糸井重里のインター
ネットがらみの話。難しい専門用語が出てくるわけではないという点で読みやす
い。ホームページは最初はまったく金にならなかったが、将来を見て投資し、今で
は大御所となっている。決断力と実行力、世の中を見る力が抜群である。これが世
の中を動かす力なのだなと感じます。

　ついこの間、4月だったかと思えばもう2月ですね。月日が経つのは早いものですね。気が

付けば、あと1か月で春なのだな、と感じます。ところで春と言えば、出会いの時期ですね。読

者の皆さん、たくさんの本と出会って、たくさんの刺激を受けて自分の財産にしてください。

文責：学生に読書をすすめる班（学読班）

　日光浴している人を砂に埋めるというのはよくある話ですが、雪合戦でＫＯさせた人を雪の中に埋めると大変なことに
なります。（ひでっちょ）　
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(35歳)
さいきょうたろう

(25歳)
ばいしょうせきひで

（梅床）名大は今テスト真っ最中だからじゃないですか？

（梅床）そりゃそうですよ。

（梅床）お褒めにあずかり光栄です。

(梅床)手抜きですか？

(梅床)･･･前置きが長くなりましたが、講義始めます。

(梅床)いざという時は金銭的な援助
があるわけですが、加入していると
いうだけで普段から精神的な安心に
も繋がるんじゃないでしょうかね。

(梅床)今後、もし共済の給付を受け
られるようなことがあった場合に
は｢共済に加入していてよかった｣と
思ってもらえるような共済制度を
作っていけるのが望ましいですね。

●共済　小テスト　その１

ちょっと斉京に呆れ
ている梅床。研究内容
は尊敬しているが、人
間性となるとどうな
のか疑問である。

　名古屋で此程雪が降ったのは久しぶりというか初めて見た気がします。雪が降ると光を反射して、真夜中でも明るいの
ですね。(ひろひー )
　風に乗って運ばれてきた砂漠の砂が混じったりして、黄色い雪や赤い雪が降ることがあると聞きます。なんだか素敵ですね。（コウ）
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(梅床)確かになんでタヌローなんで
しょうね。憶えやすい名前だとは思
いますが、フクロウなんだから｢フク
ロー ｣にするとか…あ、そのまんま
ですね(笑)。ということで｢タヌロー
｣でいいと思いますよ、僕は。ん、先
生、何で複雑な顔してるんですか？

(梅床)ペンギンに見えたりタヌキに
見えたり…タヌローって何者なんで
しょうね。

(梅床)｢タヌローが～ ｣という方には
お答えしないんですか？

(梅床)なんでタヌローのことになる
と、そんなに意地張るのかなぁ…。

(梅床)なぜ僕にふるんですか…。前
回(Me ～ dia12)の先生みたくなる
んじゃないんですか？

文責：斉京太郎＆梅床責任

小テストの解答↓

①　｢病気･ケガによる入院｣＝１日目　｢ケガによる通院｣＝３日目

②　北部厚生会館２階の組合員コーナー

　(梅床)今年もどうぞよろしくお願い致します。

③　１ヶ月当たり￥1000前後(次回講義にて詳細を解説の予定)

●共済　小テスト　その２

　雪に関係あるのか微妙ですが雪苺娘というデザートがすきです。触感も食感も最高です。このあいだ初めて白ではなく
薄赤色のがあるのを知りました。（リト）
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今回の見学では、日本ユニセフ協会大阪支部のスタッフの
方の仕事を見せていただき、unicefの活動を実感するいい
機会となりました。また、見学の後、他の大学からの参加者と
自分の大学で行っている活動について意見を交換すること
ができ、お互いにいい刺激になりました。今後はこの経験を
活動に生かしていきたいと思います。

11月6日に東海地方の大学生協の学生委員会の方たちと日本ユニセフ協会大阪支部の見学に行ってき
ました。そのときに聞いたことも交えてunicefの活動についてお話したいと思います。

日本ユニセフ協会大阪支部は、国際機関であるunicefの国内委員会のひとつである「日本ユニセフ協会」の地域組織のひとつで
す。ユニセフ・カード（ポストカード）の販売や音楽会、イベントなどでの外部販売などでunicefの活動資金を集める活動、各地域
ごとの募金活動、事務所で保管している視聴覚資料などを小学校などに貸し出したり、講師を派遣する活動などをしています。

各地域組織で集められた募金のうち、パキスタン地震な
ど、各地で起きている災害や紛争からの復興を支援する緊急
募金はその地域の復興の資金に、常時集めている一般募金は
ニューヨークのunicef本部に拠出されて執行委員会で承認
された援助計画と予算に基づいて世界162の国と地域で行
われるユニセフの支援活動に使われます。

大阪支部の事務所（廃校の教室を利用していました）では、スタッフの方にunicefの組織
のことを説明していただいたり、unicefの活動や世界の子供たちの現状についてのビデオ
を見せていただいた後、事務所で保管している資料やポスターを見せていただきました。左
の写真に、そのグッズなどの一部が載せてあります。例えば、ユニセフ・カードがあるのです
が、これは、カードの値段の半分が材料、製作、人件費にあてられ、もう半分をunicefの現地
事務所の活動資金にあてるという仕組みで販売されているものです。

文責：ユニセフ班広報部

unicefのグッズ等の写真

大阪支部事務所内撮影

☆★☆ここからは電車での過ごし方☆★☆
　電車に乗ったときは、基本的には意識がもうろうとしてきますが、そうでない時は、音楽を聞いてみたり、読書をします。
（シュウセイ）
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Peace Now!21

★生協ホームページのお知らせ★★生協ホームページのお知らせ★

伊江島ってどこ？伊江島ってどこ？
　沖縄本島の北西に位置する伊江島。本部港からフェリーで30分くらいで行ける離島で、絶好のダイビングスポッ
トがあります。この小さな島を制圧するのに米軍は一週間かかったので、米兵にとって伊江島は、特に“勝ちとった土
地”という意識が強いのです。終戦直後は米軍基地が島の面積の約60%を占めていました。住民の土地闘争で一部縮
小しましたが、現在でも35%を米軍基地が占めており、パラシュート部隊が訓練を行っています。伊江島の戦中･戦後
を理解することは、沖縄の戦中･戦後の本質的な意味が見えてくるので、伊江島は“沖縄の縮図”とも言われます。

　前号のクイズの答えをお知らせします。
　問題は、①南風原　②三重城　③今帰仁　でした。
　正解は、①はえばる　②みーぐすく　③なきじん　です。場所は、自分で地図を調べてみてください。
　②は「みいぐすく」「みえぐすく」も正解としましたが、私が沖縄で見た道路看板には「みーぐすく」と書いてあり
ました。沖縄では、基本的に「城」を「ぐすく」と読みます。
　正解者は、テンシャン山脈さん、ひぐらしさん、みかんさん、ダニー・チュンさん、COURSさん、ぴよさん、すのっ
ち。さん、恋するウサギさんの８名でした。…予想以上に多かったので、賞品はなしです！

　名大生協ホームページにて、Peace Now! 2005 Okinawaの報告書と感想文を公開しています。他にも、名大平和
憲章など、生協が行っている平和に関する活動も紹介しています。ぜひごらんください。アドレスはhttp://www.
nucoop.jp/committee/peace.htmlです。

レイアウト上の都合で、ここで２点お知らせをします。

伊江島

那覇

フェリーから見た伊江島フェリーから見た伊江島

真ん中に見えているのが城山真ん中に見えているのが城山

伊江港にて伊江港にて

本部港

OKINAWA

　電車の中では、自分の好きな音楽をウォークマンで聴きながら、ゆっくりと過ごします。でも、ウォークマンで音楽を聴
きすぎると耳が悪くなりそうなので、聴きすぎに注意です。（りじゅ）
 　高校の頃はいつもライトノベルを１時間で2冊読むのが目標でした。（のん）
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伊江島　
いろいろな都合で手書きに　な

　1961年阿波根昌鴻(あはごんしょうこう)さんが中心となって『伊江島土地を守
る会』が結成されました。この団結道場は、守る会の活動拠点として、また“無知で野
蛮な”米兵を人間として教育する場として建設されました。もちろん米軍がこのよ
うな施設の建設を許すはずはなく、建設途中で米軍による妨害を受けました。小さ
い建物ではありますが、壁中に歴史上の平和建設に貢献した人物・戦争で身を滅ぼ
した人物の名前や、平和へのメッセージや名言が書かれています。平和への想いが
詰まった場所です。

　｢ヌチドゥタカラ｣とは沖縄の言葉で「命こそ宝」という意味。独特の自然と歴史
と文化がつくった沖縄の人々の精神です。ここには阿波根昌鴻さんが自分の足で
集めてきた資料が展示されています。他の資料館と違ってショーケースなどはな
く、米軍が訓練で使った爆弾や銃弾などの展示品に直接触ることができます。全国
から寄せられた土地闘争への応援メッセージも展示されています。かつての名大
の学生からのメッセージもありました。

　公益質屋とは、昭和初期に市
町村または社会福祉法人によっ
て設立された、低金利の庶民金
融機関のこと。戦前の伊江島は、
これといった産業もなく貧し
かったのです。
　金融機関だけに頑丈に造って
あったこの建物は、沖縄戦後伊
江島で唯一残った建物。本土の
戦争をくぐり抜けた建物にはな
い、陸上での攻撃の跡がありま
す。

公益質屋跡公益質屋跡

団結道場団結道場

ヌチドゥウタカラの家ヌチドゥウタカラの家

　アーニー =パイルは、あのノル
マンディー上陸作戦も取材した
アメリカの有名な従軍記者。伊江
島で取材していたとき、日本軍の
狙撃に遭い、彼は現在碑が立って
いる場所で亡くなりました。彼の
書く記事は、“兵士の心”を描いた
人間味溢れるものだったので人
気がありました。しかし殺人を義
務付けられた兵士の苦しみを理
解すればするほど、自分も同じ苦
しみに陥っていたそうです。

アーニー＝パイル記念碑アーニー＝パイル記念碑

写っている人は写っている人は
ガイドしてくれた沖縄国際大学の方ですガイドしてくれた沖縄国際大学の方です

N

　豊田市→八事は約30分あるので、毎朝貴重な睡眠時間となる運命だね。たまに起きてる時は外をぼーっと見てる。そうい
えば毎朝立ちながらノートパソコンをやっているおじさんが座っている自分の前に立つという不思議な習慣があったり。
（ふーちょ）
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島　map
に　なりました。申し訳ないです。

文責：ハムハム

　アハシャガマは、奥行20ｍほどで、一番奥でもそこそこ光が入って
きます。戦時中はここに地元住民（女性・子ども・お年寄り）150名ほど
が避難していました。ここで米兵がガス弾などでガマを攻撃し、中に隠
れている人たちに投降を呼びかけましたが、「米軍に捕まれば男は戦車
にひき殺され、女は強姦されたあげく殺される。」という日本軍が流し
た噂が広まっていたので、誰も投降しませんでした。しかし、米兵は入
り口にいて逃げ場はなく、パニックに陥った人々は、爆雷で集団自決し
ました。一口に「自決」と言っても、小さい子や『皇民化教育』を受けてい
ないお年寄りが「お国のために死ぬ」という発想を理解できたとは思え
ません。現在でも地面の下に遺体が眠っているそうです。

　城山は、標高172ｍの岩山で、伊江島のシンボルです。
　この城山の頂上の岩肌に『沖縄の太陽　黒田操子来島記念』と刻まれた碑があります。当時東京に住む女子高生だった黒田操
子（くろだみさこ）さんは1955年1月、新聞報道で伊江島のことを知って、伊江島の人々へ激励の手紙を書きました。その手紙は
土地闘争で疲弊する島民を励ましました。まさに「身近にできることから」始まり、その愛が世界中へ広がっていくモデルのよ
うなことをした人物です。

城（ぐすく）山・「沖縄の太陽」碑城（ぐすく）山・「沖縄の太陽」碑

アハシャガマアハシャガマ

ヌチドゥウタカラの家の壁にヌチドゥウタカラの家の壁に
書かれた陳情規定書かれた陳情規定

伊江島の人々の土地闘争の信念です伊江島の人々の土地闘争の信念です

【陳情規定】
一．米軍と話をするときはなるべく大勢の中で何も手に持たないで座って話をすること耳よ
　り上に手を上げないこと
一．決して短気をおこしたり相手の悪口は言わないこと
一．うそ、いつわりのことを言わないこと
一．布令布告によらず道理と誠意を持って幼い子供を教え導いて行く態度で話すこと
一．沖縄人同志は如何なることがあっても決してケンカはしない
一．私たちは挑発にのらないため今後も常にこの規定を守りましょう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九五四年十月　伊江島土地を守る会

アハシャガマの中アハシャガマの中 アハシャガマの入口アハシャガマの入口

記念碑記念碑 城山を仰ぐ城山を仰ぐ

　地下鉄に乗っている時は毎回降車口を確認するので精一杯です。日常的ユーザーではないので未だに最寄り駅のホーム
で迷う体たらくです。（まや）
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学生時代小笠原諸島

に行きました。飛行機

がないので船で、パス

ポートなしでいける南

国で人も景色も言うことなし。時間

がないと行けないところなので学

生のうちに行っとくといいよー。 

                                       (ぴよ)

Ｍe～ dia伝言板

とっておき旅行話
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食事制限は精神面で

つらくなるのでしない。

かっこいーと思える異性

（芸能人でも可）を常に意

識することかなー。               （ぴよ）

最近徳川美術館に行ってきました。源氏物語絵巻を特別展で展示していて、

とてもおもしろかったです。実は、入館料が名大生は無料!!なのでぜひみなさ

んも行ってみてください。知らない人も多いと思うので、ぜひMe～ diaでも宣

伝してみてはどうでしょうか？徳川美術館と提携している大学はタダなのだ

そうです。                                                                               (Avril)

寒い季節になりました。12月にたくさん雪が降りましたが、これからが
本番でしょうか。テスト勉強など無理をしがちな時期ですが、風邪をひか
ないように気をつけてくださいね。

Paint

私のおすすめ旅行スポッ

トは京都にある「鈴虫寺」で

す。

鈴虫寺には珍しい“わらじを履いた”

お地蔵さんがいます。そして、お地蔵さ

んは願い事を自分の家まで歩いてかな

えに来てくれるといわれています。私

も一昨年お願いをして去年本当に叶っ

たんです！（歌手の瀬川瑛子さんはお

願いをしたあとに結婚されたんだと

か）

それと、お寺の中でお茶菓子をいた

だきながら住職さんのお話を聞くんで

すが、そのお話がとても面白いんです

よ。クスって笑えます、クスって。一度

は行って損はないと思います。

それとそれと、私が鈴虫寺の存在を

知ったのはaikoさんのラジオでした。

aikoさんも常連らしいです。

                                        (がさ)

確かに食事制限はストレスたまっ
て逆効果なような気がします。私の場
合、家にいるとついだらだらしたした
り、口寂しくなるので外に出ている事
がダイエットのプラスになるように
感じます。かっこいー異性を常に意識
したらやせるものなのでしょうか…。
うーん。 （みっくす）

ダイエット法 

　

　こんなお寺って素敵ですね☆
小中高と修学旅行は京都に行きました
が、鈴虫寺にも寄りたかったなぁ。
　鈴虫寺の公式サイトをみつけまし
た。→URL:http://www.suzutera.jp/
　お悩みうかがいます。といったこと
もやっていて、なかなかにおもしろい
ですよ。                             (ひろひー )

（有葉）

せんでん

他の人のiPodから流れてくる音楽を聴いています。かなり年輪を重ねたご婦人の耳元からdeath-metalがときおりこぼれ
てきたことには非常に驚きました。（ひでっちょ）
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　●Me～dia伝言板
取り扱い説明書●　

この伝言板は、右の投稿テーマに
ついての投稿や普段感じること思
うことetc.を、Me～ diaを通じて交
流するページです。

投稿の仕方
おてがみ…学生委員会室（南部食堂

裏）までもってくる。

アンケート…アンケートの「伝言板

への投稿」欄に記入する。アンケートは
声カードボックスに投函してね。

このページはみなさんの投稿によって作られています。
どしどし投稿してください。 文責（コメント） ：みっくす、ひろひー　　　　　

イラスト　　　 ：にゃお 

４月号の投稿テーマ

こっそり募集しているテーマ
○自分流携帯の使い方

○生協の購買にあるおすすめ品

○おすすめの店

○健康のために心がけている出来事

○定期テスト対策

○今なら言えること
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名古屋のデートスポット

とりあえず大

須 に 行 っ てDisk 

Stationで買い物し

て、メイド喫茶の

入店整理を待っている間にコスプレ喫

茶にいって、１時間半位したらメイド

喫茶入って、帰りにゲーマーズ寄って、

とどめに巫女居酒屋に入れば完璧です

よ、多分。 （テンシャン山脈）

私の花粉症対策 春といえば

春といえばサクラ？新学期？あな
たが春を感じる時はいつですか？

花粉症の辛い季節ですね。あなた
の花粉症対策教えてください。

投稿テーマ大募集中です！！

読者に聞きたいテーマをアン
ケートに書いておくって下さい。

東山植物園がオスス

メです！動物園って臭

いが気になりますが、植

物園なら大丈夫☆ゆっ

くりお散歩気分でまわれちゃいます

よ。春、暖かくなってきたころ、手作

りのお弁当を持ってピクニックに出

かけてみてはいかがでしょうか♪  

                      （ 恋するウサギ ）

伏見に新しい映画

館ができましたね。

二人でゆったりと映

画鑑賞するのもい

いかも。オススメは「名古屋ベイシ

ティ」にある映画館。ジャスコで買

い物や食事ができるし、あおなみ線

で小旅行気分♪ （すのっち。）

君がいればどこでも

デートスポットさ。

               (ひぐらし)

東京に行くとき、僕は大概高速バスを使っています。この間暇つぶしにおばさんに話しかけたら息子の話を延々されまし
た。慶應に行った自慢の息子らしいです。ちなみに名大を知りませんでした。でもこの時期はテストが忙しいので誰にも話
しかけず化学とかを勉強しています( っていうか東京行ってる場合じゃないよね？ )。（ゆーすけ）
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2006 年度全学新入生歓迎実行委員会

　2006年度全学新入生歓迎実行委員会の構成団体とオブザーバー、及び今後の予定が
決定いたしましたのでお知らせします。

全新歓公示 ～その２～

ぜ ん し ん か ん

推薦地獄の細道

　2月17日（金）に行います。*推薦合格おめでとう袋の
配布をし、同時に*一括納入をします。

前期･後期試験対応

　2月25日（土）と3月13日（月）に行います。受験生に対
し、試験会場までの道案内をしたり、*合格祈願袋を配
布したります。

前期・後期地獄の細道

　3月14日（火）、15日（水）と3月26日（日）に行います。
前期・後期とも豊田講堂で行います。
　*合格おめでとう袋の配布や部活やサークルの紹介、
各種新歓企画の受付を行うほか、一括納入をします。

入学祭典

　4月3日（月）の大学入学式の後に行います。場所は豊
田講堂内とテラスです。講堂内のステージパフォーマ
ンスやテラス特設ブースでの部活、サークル紹介があ
ります。

新旧交歓会

　4月6・7日（木・金）、クラス役員の選出をして終わるだけで
はありません。友達が出来るような、クラスの雰囲気・まと
まり作りの第一歩としてやっていきます。

*構成団体
　構成団体とは「名古屋大学に所属する学生団体で、新入生を歓迎す
る意志があり、全新歓の活動に際して人員、資金が出せる団体として、
本会において参加を認められた学生団体を指し、会議において自由な
意見は認められ、議決権を有す（全新歓規約）」団体のことをいいます。

*オブザーバー
　オブザーバーとは「名古屋大学に所属する学生団体で、新入生を歓
迎する意志があるが、全新歓の活動に際して人員、資金を十分に出せ
ない団体として、本会に置いて参加を認められた学生団体を指し、会
議において自由な意見は認められるが、議決権を有さない（全新歓規
約）」団体のことをいいます。

*一括納入
　入学手続き時に全新入生に納入してもらっています。このお金は名
大祭・体育会・文サ連・全学会の活動資金となります。学生が自らの学
生生活をおもしろくする活動のために使われているんですよ。

*合格祈願袋、（推薦）合格おめでとう袋
　新入生に渡す企画紹介パンフレット、『入学準備ガイド』、部活・サー
クル紹介パンフレットetc...が入っています。皆さんももらったことが
あるはずですよ。

◆◇ ◇◆

　

　以下の団体が 2006 年度全新歓のオブザーバーと

なります。

◇工学部ウェルカムパーティー実行委員会

◇名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会

◇文学部新入生歓迎実行委員会

◇理学部自治会新入生歓迎実行委員会 　（50音順）

　　*オブザーバー　

Me~dia 2　全新歓公示～その２～

◇◆ ◆◇

　○ *構成団体○

　・名古屋大学消費生活協同組合学生委員会
　・名古屋大学全学学生自治会連合会
　・名古屋大学体育会
　・名古屋大学文化サークル連盟
　・名大祭一・二年生実行委員会
　・名大祭本部実行委員会             （50音順）

いつも電車ではなく自転車にしか乗らないのですが、まぁ同じようなものでしょう。自転車の上ではいつもより思考が
冴える気がします。論文のような文章や数式が高速で現れ、自転車を降りると全て忘れます。(ひろひー )
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　2005 年度 3月（2006 年 3月）に名古屋大学・大学院を卒業・
修了する予定のみなさん。生協に関する手続はもうお済みで
すか？　ここでは、「まだ手続してない」「なにをやればいい
んだっけ？」という方のために、生協に関する手続を簡単に
説明します。

大学・大学院を卒業・修了し、就職などで名大から離れる人は……

進学・休学・留年などで、まだ大学にとどまる人は……

どっちの手続が
必要かな？

Ａ.生協の脱退手続
2005年度卒業・修了予定のみなさん
へは、12月中に自宅（帰省先）宛に手
続に必要な書類を送付しました。ま
ず、その書類の中から①「脱退届」、②
「払出票」を準備してください。

①「脱退届」、②「払出票」を記入見本
にしたがって記入し、「組合員証」
（COPAカードまたは緑色と白色の
カード）及び「生協組合員加入出資金
預り証）」を、北部厚生会館２階組合員
コーナーにお持ちください。

何らかの都合で書類を受け取れな
かった方・生協組合員加入者証を紛失
された方は「組合員証」（と「生協組合
員加入者証」）を組合員コーナーにお
持ちください。

Ｂ.生協の更新手続
2005年度卒業・修了予定のみなさん
へは、12月中に自宅（帰省先）宛に
手続に必要な書類を送付しました。
まず、その書類の中から①「所属変更
届」を準備してください。

①「所属変更届」を記入見本にした
がって記入し、北部厚生会館２階組
合員コーナーにお持ちください。

何らかの都合で書類を受け取れな
かった方も、組合員コーナーにお越
しください。

組合員証の有効期限のほか、共済・学
賠の有効期限も、加入時に想定され
た卒業・修了年度までになっていま
す。合わせて変更の手続をしてくだ
さい。
　→「Ｃ.共済の継続手続」へ

●

●

●

●

●

●

● 2005年度卒業・修了予定のみなさん
へは、自宅（帰省先）宛に手続に必要な
書類を送付しました。その書類の中か
ら「払込取扱票」を準備してください。

「払込取扱票」に必要事項を記入し、掛
金を添えて郵便局で支払い手続をし
てください（2年間の継続で、加入プ
ランを変更しない方はコンビニでも
手続が可能です）。

何らかの都合で書類を受け取れな
かった方も、組合員コーナーにお越し
ください。

Ｃ.共済の継続手続

●

●

●

このほかにも分からないことなど
があれば、名大生協のホームページ
を見るか、北部厚生会館2階の組合
員コーナーまでお越しください。

　最近は、通学電車内で電車酔いするのが日課になっています…って、半分くらい冗談ですが。なにせ地下鉄にしろＪＲに
しろ熱かったりニオイがきつかったりと酔っぱらう要素はけっこうあるのですね。それでも音楽聴きながら部分的な筋ト
レをしているわけです。(だつ)
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　歳末抽選会かー…。さすが5,000円買って当
てるよりは普通にi Pod買いますw
 （テンシャン山脈）
→私も去年この時期に偶然3,000円の買い物
をしたので、何回も抽選やったんですが、結局
当たったのは日用品っぽいものばかりでした
…。でも、実際にi Podとか当たってる人もい
ると思うとうらやましいですね。  
 （にゃっこ）

 きのこあんかけうどん～と思ったときには
もう12/10でした（泣） （有葉）
→そういうことってありますよねぇ。私はイ
ンドカレーとナン～と思ってフェアを待ち望
んでいたくせに、ふと気付いたらもうフェア
過ぎてました（泣）。次回こそ食べられるよう
チェックがんばりましょう！ （にゃっこ）

　いろいろなフェアの情報が得られてうれし
い。文系だと、北部のこととかなかなか分から
ないので…。 （にゃんちゅう）
→そう言っていただけると、作成している私
もとても嬉しいです。店長さんの会議の日程
などによって、情報が遅くなってしまうこと
もありますが、これからもコープインフォ（編
集部ではこう略しています）をよろしくお願
いします。 （にゃっこ）

　アイコンが可愛いですね。見やすい☆   
 （すのっち）
→ありがとうございます。生協のサービスを
できるだけ視覚的にわかりやすく…と思って
作ったので、本当に嬉しいです☆ （にゃっこ）

Co-op Information

ショッカータイムス

小倉百人一首で遊ぼう

行く年来る年 　曽根好忠ウマ-(° p°）-!!中学のときクラ
ス対抗とかありましたねぇ。国語の時間に
練習やってて「会ひとたびの」のとき「みゆ
きー !!（御行）」と叫んで取ったらクラスの美
雪さんがこっちをにらみましたww  
 （テンシャン山脈）
→テンシャン山脈さん、面白いエピソードで
すね。私も中学の百人一首大会の時、「うかり
ける」の時に「はげ!」と言いながら取ったら、
目の前に髪の毛の薄い担任の先生がいまし
た。ちょっと微妙な空気になりました。  
 （りじゅ）

　小倉百人一首超得意です。でも相手がいな
い…。大学でも大会やりませんかね？ （有葉）
→そういえば、大学では百人一首大会はあり
ませんよね。もしあったら、意外と参加者が集
まると思いますけど。 （りじゅ）

　名古屋ではわりとメジャーみたいだけど神
奈川では聞いたことなかった。やってみたい
けど、モノがない。 （ぴよ）
→百人一首を持っている友人がいないかどう
か、探してみてはどうですか？意外と持って
いる人がいるので、一緒に遊べるかもしれな
いですよ。 （りじゅ）

　中学のとき、試験に出るため、百人一首を覚
えましたが、もう今は、ほとんど覚えていませ
ん。なつかしいです。 （Avril）
→そうですね。私も高校時代に百人一首を覚
えさせられました。あのころは若かったので、
たくさん句を覚えることができましたが、今
となっては… （りじゅ）

　トリノオリンピックって、２月に始まるん
ですね！もっと先の事だと思っていました
…。テレビで観戦したいです。 （モモ）
→今回のオリンピックはフィギュアが注目さ
れていますね。日の丸飛行隊（ジャンプ）の復
活も気になるところです。 （編集部）

　うるう秒が気になってしょうがない！ 
 （やまちゃん）
→元旦の8:59:60。読者の皆さんは起きてい
ましたか？（笑 （編集部）　

　100均で防災グッズまで売られているとは
知りませんでした。2006年が災害のない年
だと良いのですが…。 （ダニー・チュン）
→今年も地震が起きないことを祈りたいで
す。起きたときの対策は取っておきたいです
ね。 （編集部）
　

　卵はおいしいから好き。今度プリンを作ろ
うと思う。 （やまちゃん）
→卵はおいしいですね！！しかし私のように
１日に５個も食べてしまうとコレステロール
値が異常に上がってしまうので気をつけま
しょう！またプリンを作りたいということで
すが、是非ショッカータイムスを参考に作っ
てみて下さい。あっ、ここでプリンに関する注
意を一つ。プッチンプリンを口の上でプッチ
ンすると、呼吸困難まがいになります。気をつ
けて下さい。 （ショッカー）

　オムライスとプリンの写真が分かりづらい
です。 （Avril）
→すみません～ (>_<) なるべく工夫して改善
していきたいと思います。 （ショッカー）

Me~dia 2　ゆうべのひとこえ

　通学に一時間半かかりますが、音楽聴いてるとすぐですね。問題なのは、ものすごく眠いのに座席が空いてないときで
す。まともに立ってられず、ぶっ倒れて近くの乗客にぶつかってしまったことも…。なんて迷惑な奴なんでしょう。（コウ）
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名大生協unicef班

Peace Now!21 

Me ～ dia伝言板

学読本舗

　オムレツ好きです。あ、親子丼もイイ!!南部
ではいつも特盛りですw （テンシャン山脈）
→卵料理は非常に簡単な上においしいですよ
ね☆南部で「卵料理フェス」が開催されたら、
張り切って行きたいですね！ちなみに私は卵
かけご飯が販売されるとうれしいです。  
 （ショッカー）

　ただのオムレツじゃなく、スープオムライス
なのが良かった。誰か作ってくれないかな～。  
 （かときち）
→今回は手軽にできるアレンジを紹介してみ
ました。ちょっとした工夫でひと味変わって
楽しめますよ☆　ぜひぜひ挑戦してみてくだ
さい。 （ショッカー）

　沖縄行きたいな～。 （やまちゃん）
→僕は沖縄へ行ったけど、平和に関すること
以外では全然“沖縄らしいもの”を楽しむこと
はできませんでした(ToT)今度はもう少し、
enjoyしたいかなぁと思います。 （ハムハム）

　横須賀にも米軍基地ありました。一番良い
土地が米軍のもので、変なのーって子どもの
頃思っていました。 （ぴよ）
→先日も横須賀でひどい事件がありました
ね。まだまだ日本はバカにされている気がし
ます。 （ハムハム）

　沖縄の現状と対外関係をどのようにつり合
わせ、向かい合っていくのかが大切だと思い
ました。 （恋するウサギ）
→何のために対外関係を維持しなければなら
ないのか、それは沖縄に住む人を含め国民の
ためではないでしょうか。矛盾を感じてしま
います。 （ハムハム）

　ガラスの仮面42冊全部あります。大好きで
す。 （有葉）
→本棚２段分くらいになるのでしょうか。私
の家にあったら、ちょっと気が向いて読み始
めたら全巻読むという現象が起こりそうで、
心配です。ふしぎ遊戯が実家に全巻あって、テ
スト前とかよく一気に全巻読んでました。  
 （みっくす）

　マンガ大好き♪でも生協で買うのは大学生
としてちょっと恥ずかしい!?(>_<)  
 （にゃんちゅう）
→確かに、大学生なら新書とか買う方がカッ
コイイ気もします。ただ、マンガが大学の書籍
でたくさん売られているのはそれだけ買う人
がいるということなので、あんまり気にしな
くてもいいように思いますよ。 （みっくす）

　私も古本屋巡り大好きです。いつもしてい
ます。 （K・Y）
→古本屋巡りいいですよね。名古屋の古本街
を知らないので、あまり巡るというほど行け
ないのですが…。絶版になってる読みたかっ
た本などを見つけると思わず顔がほころびま
す。 （みっくす）

　オカネの良い使い方はないですかねぇ。  
 （テンシャン山脈）
→途上国で有益な事業などを行っている会社
などを調べて、投資するというのがあると思
います。そういう団体を調べることや、信頼性
の面などでなかなか難しいと思いますが。し
かも、使い方ではないですしね…。ちなみに、
フェアトレード商品を買うというのは、児童
労働などによって作られたものを買うという
ある意味“悪い使い方”の対比という意味では
一つの答えになるのかも知れないと思いま
す。 （ユニセフ班広報部）

　風''sで紅茶を買ったことがありますが買っ
たからいいや、でなく、途上国の現状に目を向
けていくことこそ大切だと思います。  
 （ダニー・チュン）
→すごく共感します。ただ物を買ったり募金
するだけでなく、何でそういう事をする意味
があるのかを考え、途上国の人たち（みんなと
はいいませんが）の置かれている状況を考え
ることはすごく意味があると思います。行動
することによって、興味を持ったり知識を深
めたりし、また、そこから行動していくという
流れが大事なのだと思います。  
 （ユニセフ班広報部）

　社会は不安定っていうけど、日本ってすご
い恵まれているなと改めて思った。どういう
ふうに生きるかって悩めるのだからぜいたく
な悩みですね。 （COURS）
→日本って恵まれているというのはまわりを
見るとそう見えるのですが、実は日本でも食
べ物に困っている人もいたりします。貧しく
て服などもあまり買えず、その結果、いじめに
よって登校できなくなった子の話などを聞く
と、とても心が痛みます。貧しい人が多数派の
途上国に比べて、貧しい人ほど影で目に入ら
なくなる日本はとてもこわいと思うのです。
そんな私もどういう風に生きるか悩んでいる
のですが。 （ユニセフ班広報部）

　英語で読むのにおすすめの本を特集して欲
しいです。（ハリポタとか） （Avril）
→英語ですか！今度学読メンバーで相談して
みますね。メンバーの英語力如何によっては、
紹介がけっこう先になるかもしれませんが…

（汗 （学読班）

　私の読む本の半分が化学関系です。数学も
よく読みます。えぇ、教科書です。（ひぐらし）
→教科書でも立派な読書です！でも、この機
会にぜひ小説や漫画も読んでみて下さいね。
そして、教科書でも小説でも漫画でも良いの
で、感想をお寄せ下さい☆ （学読班）

　私も重松清さんの作品が好きです。『ビタミ
ンF』も良いですが、『見張り塔から、ずっと』も
読んでみて下さい。明るい話ばかりではあり
ませんが、引き込まれます。 （モモ）
→私はまだ重松清さんのお話は、興味はあっ
たけどまだ読んだことがないので（他の学読
メンバーは読んだことあるかもしれません
が）、今度トライしてみます！『ナイフ』とか

『ビタミンF』を読もうかなと思っていたので
すが、ぜひ『見張り塔から、ずっと』も読んでみ
ようと思います。他にもおすすめがあったら、
またアンケートに書いて下さいね☆（学読班）

　マンガ紹介とてもよかったです。スラムダ
ンクよみたい。だれか貸してくれー （有葉）
→スラムダンク懐かしいですね～。高校の時
同じクラスだったとある男子が、スラムダン
クにやたら詳しかったのを思い出します…。 
 （学読班）

　やっぱその人の気持ちにならないとわかん
ないですよね…。 （テンシャン山脈）
→「その人の気持ちを理解しようとすること」
が平和への第一歩かもしれません。  
 （ハムハム）

Me~dia 2　ゆうべのひとこえ

　電車の中では、小説を読んだり音楽を聴いたりすることが多いです。そして、ごくたま～に漫画を読むこともあります。
でもこの前、電車の中でとあるギャグ漫画（たぶんギャグ。違ったらごめんなさい）を読んでいたら、笑いがこらえきれず…
くすくすニヤニヤ。それ以来、電車の中で漫画は読んでいません。（にゃっこ）
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Me ～ dia12アンケート回答者（敬称略）

文学部１年　　　　　　 恋するウサギ
理学部１年 テンシャン山脈
工学部１年 ひぐらし
文学部２年 にゃんちゅう
経済学部２年 有葉
経済学部２年 かときち
工学部２年 やまちゃん
文学部４年 モモ
文学部４年 みかん
理学部４年 COURS
理学部４年 Avril
工学部４年 k@Z
工学部４年 すのっち
医学部５年 dera1st
国際開発研究科 ダニー・チュン
法学部他 うえすぎようこ
教育学部聴講生 K・Y
医学部職員 ぴよ

Me ～ dia12アンケート当選者（敬称略）

〈今回のアンケートは18枚でした。〉

◎当選者の皆様おめでとうございます。
　 図書カードは後日発送します。
◎今後も Me ～ dia をよろしくお願いします。

表紙・裏表紙

　表紙がほんわかしてていい感じ。  
 (すのっち)
→ありがとうございますー！羽根が飛んでい
るのに気付いてくださった方は果たして何人
いるのだろうと思いつつ、これからもよろし
くお願いいたします。 （リト）

　裏表紙のネタがいつまで続くのか楽しみで
す。 （K@Z）
→ギクリ。いつまで続くのか編集部内でもそ
ろそろ話題に!? （コウ）

学生委員会だより
さんすう

ゆうべのひとこえ

　難しい。 （やまちゃん） 
→僕もたまに分からなくなります。
 （ゆーすけ）
 
　むずかし～なんだこりゃ、かつてないわけ
わからなさです。むむむ…… （有葉） 
→むむむ、そうかもしれません。 （ゆーすけ）
 
　単純に帰る時刻を出せないのがすごい。多
分類題が有名中学の入試にあるでしょ。計算
式を同封します。 （テンシャン山脈） 
→頭の体操の方に類題があります。そっちは
もっとシンプルですが考え方は同じです。 
是非探してみて下さい。あとがんばってくれ
てありがとうございました。  (ゆーすけ）

　家と学校との距離を50kmとすると楽でし
た。 （ひぐらし） 
→アンケートを見てるといろんなやり方があ
るようです。  （ゆーすけ）
 
　激ムズ！お父さんに手伝ってもらったのに
できない…（にゃんちゅう） 
→ほのぼのしてていい感じですね。そんな団
らんに萌え萌えです。  （ゆーすけ）

　絵が子どもっぽく描いてあっておもしろい
ですね。かつての家族法の先生から「大変良く
できました」という花印の「優」の回答をいた
だいて面食らったことを思い出しましたヨ。 
 （うえすぎようこ） 
→優、おめでとうございます。しかし随分かわ
いいことする先生ですね。  （ゆーすけ）
 
　クロスワードの方が好きです。 （モモ） 
→え…

（ガラガラ、がーん…といった感じを、ここか
ら読み取って下さい）  （ゆーすけ）

　しばらく来ないうちに新しいレギュラー
陣が増えて嬉しいです。 （みかん）
→私たち、Me ～ dia編集部員もうれしいで
す☆ （編集部）

　医学部購買、って人がたくさんアンケート
をしてて驚きました。 （にゃんちゅう）
→Me ～ dia10から鶴舞キャンパスにもMe
～ diaを配布してみました。 （編集部）

　子どもの頃から算数、そして数学系統は苦
手です…。 （みかん） 
→僕も苦手ですが数学は不思議と嫌いではな
いんです。 （ゆーすけ） 

　適当なイラストがまたいい味出してます。 
 （すのっち） 
→ありがとうございます。しかしアレ実は
けっこう本気で書いてたんですよね。　　
　　　　　　　　　　　　　　（ゆーすけ） 
 

　ミルクプリン＝世界!?　ミルクプリンおい
しいですよね。でも、意外に高カロリーですよ
ね… （にゃんちゅう）
→「手」という字に隠れて見にくくなってます
が、「そして世界は終わる」とドイツ語で書い
てあったりします。 （コウ）

　初めて名古屋に来て下宿する事はとてもと
ても不安な事、どうぞやさしくたっぷりと話
し相手をしてあげて下さい！不安が大分、や
わらぐでしょうから。 （うえすぎようこ）
→見知らぬ土地に一人で下宿するのは、だれ
にとっても不安なはず。私たち学生委員会と
しても、できる限りのサポートをしていきた
いと思います。 （ふーちょ）

　メールマガジンがあるなんて初めて知っ
た！ （かときち）
　メールマガジン、発行しているんですね。ど
んなものか、早速チェックしてみます。（モモ）
　ＳＣメールマガジン、いいですね。卒業まで
間ないけれども、購買してみようかなあ
 （みかん）
→私たち学生委員会の活動を知ってもらえて
光栄です。ホームページから登録できるので、
ぜひメールマガジンを読んでみてくださいね
♪無料です☆ （ふーちょ）

Me~dia 2　ゆうべのひとこえ

文学部１年　　　　　　 恋するウサギ
理学部１年 テンシャン山脈
文学部２年 にゃんちゅう
経済学部２年 かときち
工学部２年 やまちゃん
文学部４年 みかん
理学部４年 COURS
理学部４年 Avril
工学部４年 k@Z
国際開発研究科 ダニー・チュン

　電車ですることといったら、電車内のつり広告を見て、最近の動向を見るとかが多いかな。毎日乗るわけではないので、
そういうのが面白い。長い時間のっているなら、課題やってます。多分。（みっくす）
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まず A君の歩いた時間を xとおきます。 
さて、ここで一つ、もしもの話。 
もし車が A君とすれ違ってそのまま通り過ぎて行ってし
まっていたらどうなるんでしょう？ 
A 君が歩んできた道のりをＡ君の５倍の速さでぶっ飛ばし
て、そして十三時ぴったりに学校に着くわけですよね。こ
のときすれ違ってから学校に着くまでの時間は６０－ xで
すし、A君の歩いた距離を通るのにかかった時間はx/5です。 
そしてこの二つは等しいです。 
だから ６０－ x＝ x/5となって、これを解いて xは５０分っ
てことになります。 
ここから答えまではラクショーですね？ 
答えは２０分です。

さ　ん　す　う

   と、まぁこんなとこです。以上です。次の号もよろしくお願いします。それから正解者の中から抽選で一名に、図
書カード 1000円分を進呈します。アンケート用紙に答えを書いて送ってください。あと、この問題の解答は次号
Me~dia4に掲載します。それじゃあ、さようなら。おやすみ。

 まず１からある数まで、連続して数があるってのを想像してみてください。えっとリンゴが１からある数までの

和、ある数を nとおいたとき n（n＋１）÷ 2あって…　いやこっちのほうが面倒くさいな。とにかく１からあ

る数まで数字が連続してあるんですよ。 

それでですね、こいつを二つのグループにランダムに分けます。別に数字が何個ずつでもかまいませんし、連続

である必要もありません。ランダムに、ですからね。どんな組み合わせでもいいです。とりあえずですね、今回

適当に分けて、そのグループの中にある数字を全部掛けてみた。つまり積だよね。この二つあるグループのそれ

ぞれの積をなんとなくＡ、Ｂと名付けてみます。 

そしてたまたまこのとき、この二つの積の間にＡ＝７Ｂって関係が成り立ちました。 

あ、このある数とは５０以下の整数ですよ。 では図書カード目指して頑張ってください。

図書カードの当選者はひぐらしさんです。おめでとうございます。
今回の正解者は9人でした。

　電車通学７年目。大学に入って乗車時間が１時間＋地下鉄にのびました。基本的に睡眠時間になってしまうんですが、先
日電車の中で勉強しようと思ってクリップボードを買いました。結構便利ですが、睡眠を削ることはできません！（ハム
ハム）

Me~dia 2　さんすう
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　みなさん、わたしたちの活動に興味を持ってもらえましたか？詳しいことは名大生協学生委員会

ホームページ→　http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/　でも紹介しています。こちらもぜひどうぞ♪

文責:学生委員　藤嶋祐太

月の活動報告12,1
ソフトアイスコンテスト

　12月2,3日(金,土)に工学部の推薦入

試がありました。そこで私たちは新入生

歓迎活動の一環として、試験の終わっ

た受験生といろいろな話をしよう!!という

企画「おもてなしコーナー」を開設した

り、大学生活の紹介をしたパンフレット

を作って受験生に配ったりしました。

新入生歓迎活動

引き続
き

　名古屋大学に入学する新入生に

役立つ情報を載せた冊子が完成し

ました！その名も「Hello!! Meidai☆」。

授業の形態やレポートについてな

どの大学の勉強に関することから、

サークルやアルバイト、自動車学校

などなど広い範囲をカバーしていま

す。

　新入生の質問に名大生が答える

掲示板を設置したり、これからの企

画の案内企画当日の様子などを公

開したりしています。また左記の新

入生歓迎冊子もオンラインで公開

する予定です。URLはこちら↓↓↓。

http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/
nusc/sinkan2006/

一位

　12月5日～ 9日に北部厚生会館で行われ
たウィンターフェアに合わせて、学生委員
会ではソフトアイスフォトコンテストと
Me~dia12配布を行いました。
　フォトコンテストとは北部食堂で自作した
ソフトアイスの出来を競うもので、メールに
よる投稿と北部食堂でのデジカメ撮影による
投稿で計34件の応募がありました。また、9日
の北部前での一般投票には180人以上に参加
していただき、盛況の内に企画を終えること
ができました。

三位

二位

　メールの返信をまとめてします。本を読んでいるときもありますが、最近勉強するというスキルを獲得しました。といっ
ても通学電車に乗っている時間は10分程度なのであまり効率的ではないような気がします。（リト）
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Me~dia2のアンケート締め
切りは3月10日必着で

す。

読者の皆様のご意見をス

タッフ一同心からお待ちし

ております。

次号Me~dia4は4月3日発行
予定です。お楽しみに!!

編集部員

お知らせ

おくづけ

編集後記

あらためましてあ
けおめでございます。
Me～dia編集部の方か
ら「共済基礎は単位で
ないのか?!」というお
問い合わせをいただい

たのですが、たった３～４回の講義を
終えただけで単位を出すのはちょっ
とどうかと思いますので…。もう数回
講義をしたらきっと課題レポートか
何かを提示すると思いますので、その
時はよろしくお願いします。
 (斉京太郎)

Me ～ dia7以 来、2回
目の編集後記です。花粉
症の記事を書いた理由は
自分が花粉症だから。す
ごく単純だね。ちなみに
イネ花粉症です。…同じ

ことをMe ～ dia6でも書いたような。まぁ
気のせいだ、うん。カゼをひいている人に
とっては、マスクが離せない季節がずっと
続くことになるのか…。あと、学生委員会
だよりも書きました。学生委員会だよりは
Me ～ dia12から1ページに縮小されたけ
ど、学生委員会の活動量は以前と変わって
ないので問題ないかと。 （ふーちょ）

2/14の醍醐味と言
えば、やはり恵まれな
い男に愛の手をさしの
べることです。テスト
という名の激戦をく
ぐり抜けた戦士達に

ひとときの安らぎを…。が、大学には
机やら下足箱やらが無いのでチロル
チョコを放り込むことができません
ね。非常に残念です。ところで、チロル
チョコの抹茶はなんと30円だそうで
す。10円だとばかり思っていたのに、
ショック。きっと三倍おいしいんで
しょうね。 （ひでっちょ）

はいどうも～やたら寒
がりのハムハムです。今
回のPeace Now!はレイア
ウトに凝ってみたんです
が、いかがでしたか？ク
イズの正解者へのプレゼ
ントを密かに考えていた

んですが、正解者は２～３名の予定だった
ので、今回何か差し上げるのは止めにしま
した。ごめんなさいm(_ _)mそういえば、北
部食堂で沖縄名産の「さんぴん茶」が売ら
れていました。沖縄で「お茶」と言えばこれ
です。ジャスミン茶の癖があるので「食事
に合うの？」と思いましたが、意外と合う
ものです。ぜひお試しください☆冬は沖縄
に住みたいハムハムでした。　（ハムハム）

みなさーん、セックス
好きですかー！ 2005年、
僕が聞いた中で一番ハジ
ケてたなっていうセリフ
を思い出してみました(ち
なみに一瞬の沈黙のあと

みんなイェーイ！とか言ってました)。思え
ばいろんなことがありました。というか何
でこんな話をしてるかというと僕は学生
委員を辞めるからです 。しかし実は上のセ
リフはあまり関係ありませんでした。とも
かく学生委員は辞めようとは思ってます
がMe-diaのクイズコーナーは余裕がある
限りやらせていただこうと思います。これ
からもよろしくです 。 （ゆーすけ）

こんにちは。そろそろ
編集長の任期も終盤に近
づいてきたnonです。最
近よく「アンケートの出
し方がわからない」と、友
達からその友達の友達の

アンケートを渡されたりします。うーん、
わかりにくいのかな。というわけで、アン
ケートは各店舗の出入り口にある声カー
ドBOXに投稿してください。白石さんで有
名になったあれですね。もちろん声カード
では生協店舗への意見要望も随時受け付
けているのでぜひご利用ください。 （のん）



名大生協ニュース『Me～ dia』は、名大生協・学生委員会・総代生協委員の活動をみなさんに伝えるフリーマガジン
(無料配布誌)です。生活の知恵、生協の活用法の紹介を通じて組合員のみなさんによりよい大学生活を提案します。
みなさんの意見を反映させ、より名大生の生活に密着した内容にしていくため、本誌アンケートにご協力をお願い
します。みなさんのご意見、ご感想をお待ちしております。 Me ～ dia編集部　名大生協学生委員会
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