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　皆さんこんにちは☆生協の最新情報をお伝えする“Co-op Information”の
コーナーです。今回も注目情報が満載ですから、しっかりチェックしてくださ
いね！

Me~dia 6　Co-op Information

■□サマーフェア□■

　毎年恒例のサマーフェアが6月26日（月）から7月1日（土）までの間、今年も各生協店舗で開
催されます。開催期間中は夏季抽選会、パソコン＆家電品フェアなどが行われます。また、学生
委員会でも企画を出す予定です。お楽しみに！

期間：6月26日（月）～ 30日（金）
場所：北部厚生会館、南部厚生会館、Books 
フロンテ、医学部購買

　各店舗でもらえるレシートや補助券で、抽選
会に参加する権利を手に入れることができま
す。抽選に当たれば豪華賞品が！多くの方の参
加をお待ちしています。

夏季抽選会
期間：6月26日（月）～ 7月1日（土）
場所：北部厚生会館

　フェア期間中は、日替わり特価品や台数限定
特価品などを販売する予定です。他にも電子辞
書1000円offセールなども実施します。

パソコン＆家電品フェア

△昨年のサマーフェアの様子△昨年の夏季抽選会の様子

学生委員会に、めでたく4人の一年生が入りました！さっそく自己紹介いってみましょー☆（編集部）
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■□食堂からのお知らせ□■

Me~dia 6　Co-op Information

期間： 6月5日（月）～ 9日（金）

　以前試験的に販売していた6品と、その他
の4品の合計10品を準備しています。価格は
全品210円！普段はなかなかお目にかかれな
い、おしゃれなメニューが揃っています。他の
フェアと同様、期間はあまり長くはないので、

「気付いたらケーキフェア終わってた…」なん
てことの無いように！

ケーキフェア

・マンゴーと桃のロールケーキ
・緑茶のモンブラン
・クレーム・ダンジュ
・黒豆の和風チーズタルト
・木苺とカシスのムース
・グレープフルーツのムース

注目の6品

文責：竹内利樹

期間： 6月12日（月）～ 16日（金）

　6月と言えば、ドイツワールドカップです。
それにちなんで（かどうかは分かりません
が…）、ワールドカレーフェアが実施されま
す！フェア期間中には、何種類もの特色ある
カレーソースを準備しています。世界のサッ
カーだけではなく、世界のカレーも味わって
ください。

ワールドカレーフェア 使用するカレーソース（予定）

・欧風カレーソース
・南印度
・インド風キーマ
・ブラックカリーソース
・イエローソース
・ドライカリーハウス
・SB

期間： 6月26日（月）～ 30日（金）
　暑くなってくるこの時期には、涼風冷麺企
画を開催します！稲庭うどん、讃岐うどん、八
割そば、越前そばなどの麺を用意します。普段
のうどんやそばとどう違うのかは、食べてか
らのお楽しみ。ちなみに八割そばというのは、
そば粉の割合が八割と他の種類のそばよりも
多めになっているそばのことです。

涼風冷麺企画
使用する麺（予定）

・稲庭うどん
・讃岐うどん
・八割そば
・越前そば

はじめまして、工学部化学生物工学科1年のひっしぃです。生まれも育ちも名古屋の生粋の名古屋人です。だからといって、
名古屋に詳しいというわけではないのであしからず。でも、地元のことって案外分からないものですよね？……僕だけ？

（ひっしぃ）
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Books Fronte 営業時間
 平日　10:00 ～ 19:00
　　 土曜　10:30 ～ 14:30
Cafe Fronte 営業時間
 平日　08:00 ～ 20:00
 土曜　10:30 ～ 14:30

後編

OPEN記念特集!!

農学部

理学部

工学部

工学部

北部厚生会館

至本山

環境総合館

N

FOREST

Dining Forest
Books&Cafe Fronte

豊田講堂地下鉄2番出口

地下鉄3番出口

5月23日、理系地区に新書籍＆カフェがOPENしました!!

　私は理学部のモモです。生徒の９９％が地元中学という、地元密着の高校出身の下宿生です。ご存じのように名大の周辺
は坂だらけですが、坂がゆるやかな通学路を見つけました。どうぞよろしく<(_ _)>（モモ）



Me~dia 6　FOREST

�

北部書籍閉店のお知らせ
Di
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ng

 Fo
re

st
最

新
情

報
!!

Fronte★イベントのご案内

　スタイリッシュな外観に生まれ
変わった理系カフェテリア。7月
からはホール、厨房などの工事が
始まります。工事期間中は理系カ
フェテリアは閉店となりますので
ご了承下さい。せっかくの機会だ
からCafe フロンテ等を利用して
みるのもよいですね。さらに建物
前の看板を見た人はもう気がつい
ているかもしれませんが、「理系カ
フェテリア」という名称は建物の
改装に合わせて「Dining Forest」に
変わります!!フロンテともども、よ
ろしくお願いします(*^_^*)。

外装&トイレの改装工事終了!!

７月からは内部の改装が行われます。

トイレもピカピカ☆

とっても使いやすく

なりました。

　フロンテの開店に伴い、北部書籍は
5月18日（木)をもって閉店となりまし
た。長らくのご愛顧、誠にありがとうご
ざいました。

北部厚生会館も改装!!

　北部書籍の跡地は書籍の移動に伴い
暫定改装が行われ、情報機器コーナー

（パソコン等のコーナー）が移動する予
定です。来年夏には1Fフロアを全面改
装するため、今回は簡単な改装にとど
めるとのこと。北部厚生会館の改装情
報についても随時Me-dia上でお伝え
していきます。

♪次のページではFRONTEを詳しく紹介♪

理系学生と英語
6月21日(水)
環境総合館

大学生協の

理系専門書籍としては

全国一の規模!!

Books Fronte はこんなお店

名前の由来は

「frontier」

　総合書籍としてはもっと広いところ
もあるけど、理系専門書籍としては全
国の大学生協の中で一番広い100坪!!北
部書籍と比べても1.4倍の書籍数を誇り
ます。品揃えも専門書だけでなく、一般
書も大幅に増えました。

　名称は昨年度公募し、応募作品の中
から撰ばれたのがこの「フロンテ」。「知
の新領域が開拓される拠点となること
を期待してfrontierから名付けた」とい
うのが応募者のコメントです。

　理系の学生には、英語の苦手な人
がとても多い…でも、理系の道を進
もうとする人なら英語は避けて通れ
ません！
　そこでFronteでは、「理系学生と英
語」というテーマでイベントを企画
しています。将来のことも考えたい
理系学生は要チェックですよ☆

これが

フロンテの

マーク☆

こ
ち
ら
が
フ
ロ
ン
テ
店
長
の

丹
羽
さ
ん
で
す
。

↓

　芝川雄太です。シバとでも呼んで下さい。微妙なあだ名２つについてはあえて黙殺します。理学部一年。愛知県豊橋出身。
自宅生で片道２時間。シバの６分の１は通学でできてます。（シバ）
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BOOKS
FRONTE

実用的な英語力を身につけよう。

英語力アップを支える取り組み
需要にお答えして。

ほしいものが見つかる!?

勉強・研究の強い味方。

専門性をさらに強化!!

進路、資格を考える。

キャリア支援

CAFE
FRONTE

勉強に、打ち合わせに、暇つぶしに。

無線LANスポットとしても活躍!!
　自分のノートパソコン（無線LAN対応）を持ち込めばインターネットも利
用できます。写真のような個人スペースではコンセントも設置してありま
す。また、パソコンを触りながら食べられるメニューも検討中とのこと。空
き時間等に気軽に利用できる環境は魅力的です。

ランチやティータイムに。

女性に優しいお店

下宿生の強い味方!!

モーニングメニューも提供
　フロンテは朝8時開店。モーニングメニュー（予価400円）も提
供します。授業前にフロンテで朝ごはんなんていかがですか？

　女性が気軽に利用したくなるよう
なメニューも提供します。ケーキバ
イキングなども予定されているみた
いなのでお楽しみに。

フロンテ2Ｆ、憩いの空間

　全国の大学生協で最大級の理工書籍・洋
書の売り場です。授業等で必要な本はぜひ
FRONTEで探してみてください。

　進路・就職・資格等、キャリアを考えるときに役立つ
パンフレットや情報が豊富にそろっています。カフェ
では資格の相談会も予定されているみたいです。

　面積の拡大にあわせて専門書も一般書も
どどんと品揃えが増えました。学生に人気の
コミックやライトノベルのコーナーも強化
されています。

　英語力アップに役立つ商品やサービスの紹介や、イベン
トを店頭で紹介していきます。実用的な英語を身につける
と学問・研究の可能性が大きく広がりますね。

　どうも、今年から入った平野です。当たり前か。パソコンのことはなんだかよくわかりませんが、ちょいちょい覚えてゆ
きたいです。よろしく。（平野）
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1F

2F

こんにちは。今日は開店よりも一足先にフロンテを見学しに来ました。どんなお店なのかなぁ。ワクワクo(ﾟｰﾟ*o)(o*ﾟｰﾟ)o

レジの上にはなにやらモニターが…。

ここで生協のいろんな情報が流れる

みたい。

名大関連書籍のコーナーもあります。

入り口を入ると、そこには開放的な

吹き抜け。ここにおかれた棚で、様々

なテーマで本が紹介されます。

２Ｆは専門書コーナー。各分野、

たくさんの専門書が揃っています。一

般書とフロアが分かれているので、落

ち着いて本が探せるのがうれしい。この分子模型がまた理系っぽさをかも

し出す。DNAの分子模型は総代のみな

さんが作成しました。製作時間が数人で

やっても3時間以上かかった大作です。

２Ｆにもレジカウン

ターがあります。

低い壁を挟んですぐ隣がカフェ。

早速買った本を読みたいな☆

カフェとの仕切り壁はアカデミックなイ

ベントの情報コーナーになるんだって。

わ
っ
♪
レ
ジ
横
の
棚
に
は
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
コ

ミ
ッ
ク
も
た
く
さ
ん
！
今
度
か
ら
新
刊
は
フ
ロ
ン

テ
で
探
そ
っ
と
☆

階段上ってすぐが洋書コーナー。大学生協最

大級の在庫冊数です。ぜひ手にとって見てみ

てください。

文責：のん

ここは旅行情報のコーナー冊数も増

え本棚も見やすい形になっています。

入
り
口
横
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
。
車
い
す
の
人

も
安
心
で
す
。

　それでは次ページからはいつも通り一つのテーマについて語ってもらおうと思います!!今回のテーマは「水」。「月」「雪」
に続き漢字一文字シリーズ第3弾で、「水」です。水といえばH2Oの他にも水曜日とか水星とかいろいろありますが、さてさ
て編集部のみんなはこの一文字から何を連想したのでしょうか。（編集部）
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	 みなさん、前編を読んでちょっとだけでも「なりたい自分」は見つかったでしょうか？もう目標
について考えている人もいるかもしれませんね。
　後編では、「卒業後のなりたい自分」に向かってがんばった・がんばっている先輩たちにアドバ
イスを聞いてみました。こうすれば絶対大丈夫！というものではありませんが、目標を考えるた
めのヒントになると思います。ぜひ参考にしてみてください

最初の　　　見つけよう
Dear＊新入生

～後編・先輩からのアドバイス～

目標

なりたい自分に近づく、先輩たちからのアドバイス☆

「４年間じゃ勉強が不十分かな」「専門的な資格を取りたい」「研究職に就きたい」…というような人が、大学院に進
学することが多いようです。
※以下、大学院入試を「院試」と書きます。

に進学しよう！と考えているあなたへ…大学院

教育学部人間発達科学科
発達教育臨床コース

4年　R.T.先輩

授業を大切にするのと同時に、
様々な事に興味を持とう。

受験を決めた時期

コレ、おすすめ☆

１年生にアドバイス！

　高校生のとき、自分の働きたい職業には大学院卒業が必要
と知ってから、受験は決めていました。

　自分の受験する分野に関するさまざまな本を、もっと読ん
でおくことです。基本書でも、読んでおくと全然違うと思い
ます。

　まず、授業はしっかり押さえておいて、テスト前に面倒く
さがらずに丁寧に見直しておましょう。これだけでも、院試
の勉強を始めるときのスムーズさが違ってくると思います。
あとは、洋書を読んでみるのも勉強になると思います。

　心理学の分野では大学院に入ること自体なか
なか難しいし、入ったからといって条件のいい就
職ができるとは限らないという厳しい現実もあ
ります。しかし、それでも熱意を持ってこの世界
でやっていきたいと思う気持ちがあれば、きっと
希望の道に進めると思います。日々の授業を大切
にするのと同時に、様々な事に興味を持って取り
組み、物事を多角的に、幅広く見る事のできる力
を養っていってくださいね。

ただ今勉強中！

1年生のときからやっておけばよかったと思うこと

　「『なりたい自分』については考えたけど、具体的に何をすればいいのかな？」という人も多いはず。先輩
たちのアドバイスを参考に、これからの目標や具体的にやってみることを考えてみましょう。自然と最初
の目標が見えてくるかもしれません。

　僕の唯一人並みにできるスポーツは水泳なんです。２歳くらいからスイミングスクールに通ってたんですけど、小５で
塾へ通い始めたからやめてしまいました。だから大学の体育でうちの学部に水泳がなかったのは残念でした(T_T)水も滴る
いい男ってか!?（ハムハム）
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◆印刷部◆
　院試の過去問題集は生協の印刷部で売ってます。場所は
南部購買の奥。ちょっと分かりにくいけれど、ぜひ探してみ
てくださいね。

◆食堂・カフェ◆
　一人暮らしの人にとっては、
なかなか自炊する時間がとれな
い試験勉強中。そんなときの強
い味方が食堂です！気分転換に
IBカフェなどを利用するのいい
ですね♪

◆書籍◆
　一般の本屋さんより専門書をそろえやすい上に、1割引
で買える…といいことばかり。これは使うっきゃない！

情報科学研究科
情報システム学専攻
修士1年　すの先輩

院試のために、
英語力を維持していこう。

受験を決めた時期

コレ、おすすめ☆

1年生のときからやっておけばよかったと思うこと

　はっきりとは覚えていませんが、就活する人向けに就職ガ
イダンスが開かれた頃です。

　英語。院試では英語の配点比率が比較的高いです。難易
度、質問自体はそれほど難しくありませんが、英文の長文を
短時間で読んで、内容を把握する力が必要となります。高校
までに身につけた英語力を維持していく必要があります。
TOEIC等は、英語の勉強も兼ねて受験しておくのもいいかも
しれません。

　英語の勉強のために、大学受験用の長文問題集をやりまし
た。英語の読解に慣れるという意味で良かったと思います。

　院試でどのような問題が出題されるのか、早め
に見てみるのもいいかもしれません。
自分が進学して何を学びたいのか、時間に余裕が
ある時期に考えておきましょう。

みごと合格！

♪生協活用術♪For大学院受験

情報科学研究科
情報システム学専攻

修士1年　Y.H.先輩

人前で自分の意見を
堂々と話せるようにしておこう。

みごと合格！

　

受験を決めた時期

コレ、おすすめ☆

　4年生の4月ごろに決めました。

　人前で自分の意見を堂々と話せるような訓練・場慣れをす
ること。面接試験の練習をしながら、「もっと自分の意見をう
まくまとめ、人に伝わるように話せる能力があったら…」と
どれだけ思ったことか。

　学部の頃に習ったことが筆記試
験に出るので、ノートをきちんと
とって保存しておくこと。自分の弱
点・はまりやすいところなどを記述
した自作ノートにまさる参考書は
ない。

　少しずつでいいから、自分が将来何をやりたい
のか、を常に考えるようにしましょう。どんな選択
をするにしろ自分の意思で。

1年生のときからやっておけばよかったと思うこと

１年生にアドバイス！

１年生にアドバイス！

　わーははは！！私はパラ経の民ゆえに水曜日は休みなのだ！その休みに何をしているかというと、ゆっくり惰眠を貪っ
て遊んで散財して…ではなく、Me ～ diaを書いていたりします(休みに非ず…)。(ひろひー )
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文系学部の人の多くが就職をします。もちろん理系学部の人でも、学部を卒業したら就職という人もいます。就職
活動（就活）中の先輩や就職した先輩はどのようなことを感じているのでしょうか？

しよう！と考えているあなたへ…就 職

教育学部人間発達科学科
発達教育臨床コース

4年　sophy先輩

充実した大学生活と、
それを人に伝える能力が大事。

就職しようと決めた時期

コレ、おすすめ☆

1年生のときからやっておけばよかったと思うこと

　3年生の12月ごろ。

　学生生活を満喫すること！よく学生時代がんばったこと
を聞かれます。アルバイト、部活、サークル、ボランティア…
色々挑戦してみて下さい。資格の有無は就職にはさほど関
係ありませんが、TOEICなどのスコアが高ければ会社によっ
ては＋になるかもしれません。

　自己分析＆筆記試験対策。人物重視の会社が多いので、自
分がどういう人間か、具体例を添えて言葉で表現できるよ
うにする必要があります。筆記試験は慣れが必要なので、自
分の受ける会社の試験傾向にあった対策本をやると良いと
思います。

　就活で必要なのは、経験とそれを人に伝える能力
だと思います。まだまだ時間はあるので、充実した
学生生活を送ってください☆

ただ今就職活動中！
工学部

電気・電子情報工学科
卒業　ほっしー先輩

コレならだれにも負けない！
と言えるものを作ろう。

就職しようとを決めた時期

コレ、おすすめ☆

　３年生の９月頃です。それまでは大学院と迷っていました。

　たくさんの人と話すことです。面接でもありのままの自分
を出せました。

　今から４年間で「コレなら誰にも負けない！」と
言えるものを作ってください。勉強、スポーツ、バ
イト、恋人を思う気持ち…何でもいいです。きっと
大きな自信に繋がります。

今年から社会人！

◆購買◆
　生協の履歴書、名大の履歴書がそろえてあります。履
歴書を書くために、疲れにくいグリップのボールペンを
買うのもいいかも。

◆旅行サービス◆
　公共交通機関の切符が買えます。回数券や学割での購
入も大学内でできるので、東京や大阪に何度も行かない
といけない時にとっても便利☆

◆書籍◆
　就職関連の書籍や雑誌が置いてあります。TOEICなど
の受験申込みもできます。

◆その他◆
　就職のためのセミナーなども開催します。

１年生にアドバイス！

１年生にアドバイス！

♪生協活用術♪For就職活動

面接試験

筆記試験

　中学生の時に美術でレタリングをやったのですが、自分の名前が壊滅的でした。「水」の不安定な構図に何度舌打ちをし
たか判りません。自分に美術的センスはないとおもいました。（リト）
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　今回はいろんな先輩の例を載せてみましたが、いかがでしたか？
　まだ「なりたい自分」が見つけられていない人は、先輩たちを参考に考えてみるといいと思いま
す。もう目標が見つかったよ～という人は、具体的にどんなことができるかを考えて、ぜひ夏休み
に実行してみてくださいね。そして、「なりたい自分」に近づくために、生協もどんどん活用して
いってください！

経済学部経営学科
財務会計専攻

卒業　がさ先輩

資格取得以外のことにも挑戦して、
充実した大学生活を。

資格を取ろうと決めた時期

コレ、おすすめ☆

１年生にアドバイス！

　大学1年生の５月ごろです。何か会計の資格というだけで
税理士とは決めていませんでしたが。

　資格取得に関しての後悔はないです。むしろ、比較的大きな資
格だったため、資格に時間を割かれサークルなどに一生懸命に
なれなかったことの方が後悔です。資格の取得に一生懸命にな
るのは３年生からでよかったかなと思っています。簿記検定な
どは別だと思いますが。

　将来の仕事に直結する資格だったので、実際に税理士の仕事
をしている人の話を聞きに行きました。おかげで勉強を始める
にあたってちゃんとした意志を持って臨むことが出来ました。

　比較的大きな（難関な）資格を取ることを考えてい
たとしても、大学生活をそれ全てにつぎ込んでしま
うのはもったいない！サークルやバイトで得られる
ものを得ることがはるかに大事だと思う。ただ、各種
検定は興味のあるものにどんどん挑戦すべき！

卒業後も勉強！

1年生のときからやっておけばよかったと思うこと

　経済学部や法学部では、大学在学中や卒業後に比較的難しい資格を取るために、ダブルスクールをする人もいま
す。また、その他の学部でも公務員試験を受ける人がいくらかいるようです。

を取ろう！と考えているあなたへ…資 格

◆書籍◆
　さまざまな資格のテキス
トが置いてあります。また、
店舗周辺には資格試験や資
格専門学校のパンフレット
が設置してあります。通信
講座や専門学校の入校受付
も行っています。

◆その他◆
　資格取得セミナーや資格講
座を年に何度か開催していま
す。家にダイレクトメールや
ビラが届くことがあるので、
ぜひチェックしてみてくださ
い。

♪生協活用術♪For資格取得

文責：にゃっこ

　そういえば自宅は井戸水です。井戸水は夏冷たくて、冬温かいです。…、いや、水道来てますよ。（ふーちょ）



Me~dia 6　ショッカータイムス

ショッカータイムス
第36回

～食中毒予防の基本～

皆さん！そろそろ梅雨の時期に入りますね～。梅雨はジメジメしていて、実に気持ちが悪いものです。

しかし、それに負けていてはいけません！！今回は梅雨がもたらす災難、食中毒・湿気に勝つべく特集を

組んでみたので、是非とも読んで、この鬱陶しい季節を乗り切りましょう！！！！！！！！！！！！！！

梅雨に負けるな！

　梅雨です。暑くなってくるのとジメジメするので、人間の活
動力は落ちます。でも病原菌は活発に働きます。食中毒になり
やすい季節です。
　食中毒で、毎年三万人近くの人が病院に運ばれています。
「自分は食中毒にならないから大丈夫」と思っていてはいけま
せん。食中毒にならないよう常に注意を払いましょう。
　厚生労働省の推薦する、食中毒予防の三原則は、食中毒菌を
「付けない、増やさない、殺す」です。これら一つひとつを完璧
にすることはできないので、まんべんなく注意するようにし
ましょう。

　第一章　特集ページ

　上善は水の如し。（ひでっちょ）14

◇殺す◇

目安は、中心部の温度75℃で一分以上
　	 平成８年に大流行した０-157他、多くの菌は70℃前後で
死にます。ただ、冷凍庫くらいの温度では、繁殖は押さえ
られますが死滅することはありません。解凍するとまた
繁殖します。

熱湯、煮沸、漂白剤
	 包丁、食器、まな板は、洗剤と流水で洗った後、熱湯をかけ
ると殺菌効果があります。

	 たわしやスポンジも煮沸するとなお効果があります。ま
た、一晩漂白剤に付けておくと消毒できます。

できるだけ新鮮なものを選ぼう

台所をキレイにしよう

肉や魚の汁に注意、
他の食品にかからないようにしよう

賞味期限を守ろう
	 賞味期限を大分過ぎていてもキレイなものは、腐敗菌の
かわりに食中毒菌が繁殖している可能性が考えられま

す。必ず捨てましょう。加熱しても食べられません。

◇付けない◇

冷蔵庫・冷凍庫の詰めすぎ注意
	 詰める量は、全体の７割くらいにして、菌の繁殖を抑えま
しょう。

冷凍食品の解凍は室温ではなく電子レンジで
	 室温での解凍だと、食品を繁殖しやすい温度に長く置く
ことになり危険です。

温かい食品は温かいまま（65℃以上）で、
冷たい食品は冷たいまま（10℃以下）で食べる

一度開封した瓶詰めのものは早めに食べる
	 缶詰でも瓶詰めでも、一度開けたものはできるだけ二週
間以内に食べるようにしましょう。

◇増やさない◇
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水泳は苦手でした。小学校低学年の頃は四国に住んでいましたが、夏が本州より長い（プールの開放期間が長い）のですね。
６月の頭から９月の終わりまで必死に水に顔をつけようとしていたそんな昔の記憶。（まや） 15

　食中毒対策で気をつけなければならないのは牛乳です。賞味期限をよく見て買いましょう。近所のコンビニで調べてみたら、同
じ牛乳でも一週間近く差が開くものがありました。
　牛乳は悪くなりやすい食品です。開封したら、２，３日のうちに飲むようにしましょう。
　しかし、うっかりして「賞味期限が過ぎそう！でも全然飲んでない！」　という時は思い切ってヨーグルトに発酵させちゃいま
しょう。そうすると、さらに一週間くらいもつようになります。（ここで注意していただきたいのが、発酵≠腐敗です。人間にとっ
て有用な状態に腐らせることを発酵、不要な状態になってしまうことを腐敗といいます。）

～ヨーグルト作り～

市販のヨーグルト　100ｇ程度

牛乳　	 1Ｌ

砂糖	 100ｇ

材料

　鍋の中に牛乳とヨーグルトと砂糖を入れ、よくかき混ぜてから50℃くらいに
キープします。70℃くらいでも繁殖しますが、80℃くらいになると乳酸菌が
死滅するので注意が必要です。３時間くらいで固まります。

　実際は面倒なので、材料を混ぜたものを電子レンジで60℃くらいに温め、牛乳
パックに入れ直して、時々かき混ぜながら毛布や新聞紙で保温しましょう。

作り方

～海苔の保存方法～
　梅雨の時期になると、湿気も気になりますね。湿気に最も敏感な食品といえば、乾物です。

　乾物の代表で、使う頻度が高い食材と言えば、「海苔」です。海苔の鮮度や風味を損なわずに保存する方法を紹介します。

◆温度	：	低温ほど長期間にわたって品質は安定します。

◆湿度	：	低湿度ほど良いです。

◆酸素	：	無い方が良いです。

◆光	 ：	遮光が良いです。光の当たらない容器に入れ

ておくと良いでしょう。

→海苔は低温・低湿度で保存するとビタミン類の損失が

なく、風味や食感もほとんど変わりません。

海苔の保存の原則

①タッパのような密閉容器に入れて密閉します。

　（チャック袋の場合はしっかりと閉めましょう）

②冷蔵庫、もしくは冷凍庫に保存します。温度差によって湿気　

が入りますので、使うときは、食べる量だけすばやく出します。

※注意！！
・ 缶に海苔を保存するのはやめましょう！

→缶には通気性があり、海苔の保存には適しません。しかし、密		

閉できる袋に入れた上で缶に保存すれば大丈夫です☆

・ 束で売られた海苔の保存について

→よく店で売られている束物は、通気性のある袋に入っていま

す！そのままにしているとすぐに湿気てしまうので、すぐ

に密閉容器に移しておくと良いでしょう。

具体的な海苔の保存方法

～参考URL ～
・	海苔匠「安芸郷」　

　　http://www.akinosato.co.jp/

・	家庭でできる食中毒予防の６つのポイント
　　http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0903/h0331-1.html
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★スパゲッティに関する疑問★

　・ なぜスパゲッティを茹でる時に塩を入れるの？
　→パスタに下味をつけるためと、麺がしまり、歯ごた
えが良くなるために入れます。

　・ スパゲッティの上手な保存方法は？
　→直射日光、湿気を避けて常温で保存してください。
　　開封後は、吸湿・湿気を防ぐため、密封チャックかゴ
ムなどでしっかり袋口を閉めましょう。密閉容器に
入れるのも良いでしょう。	　　　

スパゲッティ	 210g

ベーコン	 5枚

卵黄	 3個

生クリーム	 100ml

牛乳	 25ml

第二章　料理魂

①カルボナーラ（３人前）

①下準備
 　スパゲッティを茹でるためにあらかじめ湯を沸かす。
②材料を切る
	 　ベーコンは1.5cm幅に、パセリはみじん切りにする。
③ベーコンを炒める
	 　フライパンにオリーブオイルを入れて、あたため、ベー
コンを入れる。（弱火～中火で炒める。）ベーコンから脂が
出てカリカリになったら、火を止めて余分な脂をキッチ
ンペーパーでふき取る。

④クリームソースを作る
	 　大きなボウルに卵黄・生クリーム・牛乳・パルメザン
チーズ・塩コショウ・パセリを入れて､よく混ぜる。

⑤スパゲティを茹でる
 　湯に塩を入れて、スパゲッティを7分間茹でる。
⑥スパゲッティとソースを混ぜる
	 　スパゲッティが茹で上がったら､ザルで水気を切る。④
のソースとスパゲッティをフライパンに入れて､よく混
ぜる。この際にとろけるチーズを細かくちぎって入れ、よ
く混ぜます。そしてお皿に盛ったら､出来上がり♪

	 　お好みで黒コショウ・塩・パルメザンチーズをかけて食
べて下さいね☆★☆

作り方

塩・コショウ　　　	 少々

粗挽き黒コショウ　　　	 少々

パルメザンチーズ	 大さじ3

パセリ　	 適量

とろけるチーズ　　	 1枚

今回は、４月の料理講習会で作ったメニューを紹介します！！

 ☆簡単に作れるので皆さん是非一度作ってみて下さい☆

カルボナーラ＆ミネストローネ

　炭酸水好きですね。三ツ矢サイダーも好きですが砂糖の入ってないただの炭酸水も良いです。初めて飲む人はたいてい
まずいと言いますが、慣れてないだけです。欧州では普段の飲み水が炭酸水という地域も多いようで…。（コウ）16

▲完成図
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★ミネストローネについて★

　「ミネストローネ」とはイタリア語で「具沢山」という意味です。だから皆さんも上の野菜以外に好きな野菜や冷蔵庫の
残った野菜をたくさん入れて自分オリジナルのミネストローネを作ってみてくださいね★

ジャガイモ	 1個	

タマネギ　　	 1個

ニンジン　	 1/2本

キャベツ　	 1/4個

トマト缶　	 1/2缶

ベーコン　	 3枚

①材料を切る
	 　ジャガイモ・タマネギは2.5cm、ニンジンは1cmのさいの目切りにする。キャベツは3cmのざく切りにする。ベーコン
は1.5cm幅に切る。

②野菜を炒める
	 　鍋に油をひき､野菜とベーコンを塩コショウを入れて炒める。
	 （あとから煮込むので、それほどしっかり炒めなくても大丈夫です。）
③煮込む
	 　野菜がしんなりしてきたら､お水を入れ、そして固形ブイヨンを入れて､中火で煮込む。
	 （水の量が少ないかなと思うかもしれませんが､野菜から水が出てくるので､さしあたり様子をみておきましょう）
④トマト缶を入れる
	 　野菜がある程度やわらかくなったら、トマト缶を入れる。トマト缶を入れても､スープの量が少なかったら水を入れ
る。（目安は、水が野菜を覆う位､ひたひたに水を入れる。）味付けの調整をしたら、また煮込む。

⑤仕上げ
	 　味見をして味の調整をし、器に盛ったら､出来上がり♪

作り方

②ミネストローネ（3人前）

　これから夏が近づくにつれて、水浴びがしたくなってきますよね？自分がするのもいいけど、動物の水浴びを見るのも
いいものですよ。特に名大近くの某動物園のシロクマの水浴びは見ていて癒やされます。一度見てみては？やみつきにな
りますよ(笑)。（ひっしぃ）

油　　	 適量

固形ブイヨン	 1個

水　　	 300㏄

塩コショウ	 適量

4月15日（土）に料理講習会を行いました。新入生の方は20
名参加してくれました！思いの他、簡単に作ることができ、
好評でした。料理を作った後に行ったビンゴ大会も盛り上が
りました。
   今年度もこのような感じで楽しく活動していきたいと思い
ます☆★☆　

  　　　　　　　　　　　　　　　文責　ショッカー

17

▲完成図

＊＊＊＊＊＊＊＊料理講習会報告＆あとがき＊＊＊＊＊＊＊



Me~dia ６　国際貢献してみよう

今回はフェアトレードの特集です。フェアトレードって何？フェアトレードをするとどん
な良いことがあるの？などといった事についてお伝えします。

フェアトレードのフェアとは、英語で「公正な」という意
味。トレードは貿易なので、フェアトレードとは直訳すると公
正な貿易という意味になります。では、何が公正なのでしょう
か。それは生産者に支払われるお金です。

途上国には貧しい環境でまともな教育を受けることが出
来なかったために、きちんとした職につくことのできない人
が多くいます。そして、親がきちんとした職に就くことが出来
ないと、子供も貧しい環境で育ち、まともに教育が受けられな
いといった貧困の連鎖が続きます。

途上国で劣悪な労働環境で働いている労働者達は国の最
低賃金にも満たない給料しかもらえ無い事が少なくありませ
ん。先進国の会社が利益を上げるために労働者を安い賃金で
働かせているからです。しかし、それでも貧しい中ではその条
件をのんで働いてくしかありませんでした。

フェアトレードとは何か

make an international contribution 

18

コラム　unicefの活動

日本に入ってくるフェアトレード商品の生産者が多い東南アジアでもユニセフは
活動を行っています。例えば、スマトラ沖地震の被害に対して医療、衛生面の整備など
様々な面で支援を行いました。

また、学校に通える子供が増えるよう、学校のトイレを設置したり地雷で障害を
負った子の支援なども行っています。unicefの活動というと食うや食わずの子をに
食料援助をするというイメージが強いかもしれないですが、実際は助けを必要として
いる様々な子どもたちのために活動しています。

フェアトレードはそういった労働者から搾取して、間に入
る業者が利益をあげるという構造ではない貿易システムを作
り上げています。

商品の継続した発注や、暮らしを営むのに必要な程度の賃
金（アルバイトでも最低賃金ってありますよね）を保障してい
ます。こうして生産者を経済的に支援して彼らが安心して働
ける場を作り出し、貧困から抜け出す手助けをすること。それ
がフェアトレードの目的なのです。

こうやって聞くと、フェアトレードがあたかも寄付のよう
であると感じられるかもしれませんが、フェアトレードは、寄
附ではありません。途上国の人たちに支払うお金は、私たちが
商品を買った代金であり、それが賃金となっているのです。

ユニセフカードの写真です。

　私の地元はきれいな水が有名なところで、観光客もよくきてました。実家の近くに長良川が流れていて、小さい頃はよく
遊びに行きましたね。で、実家と名古屋の水道水の違いにやっとなれたところです。実家では水道水飲んでうまいって言っ
てましたから。（モモ）



Me~dia ６　国際貢献してみよう

途上国で作られた製品の中には、利益をあげるために、貧
しい農村から子供を工場に連れてきて過酷な労働条件下で働
かせて作られたものもあります。もちろん、フェアトレード商
品でない全ての製品が児童労働によって作られたものではあ
りません。しかし、フェアトレード商品ではない商品はどれが
児童労働によらずに作られたものなのか判断する術がありま
せん。

文責：ユニセフ班広報部

フェアトレードの特色
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コラム　ユニセフ班の名大祭の活動

Side　児童労働

フェアトレード商品は環境にも配慮しています。例えば、People Tree（有名なフェアトレー
ドン団体です）のオーガニックコットン製品は、染色にも発ガン性物質を含まないアゾ・フ
リー染料を使用しています。そして、農薬の使う量も最小限にするなどの工夫が成されていま
す。農薬をたくさん使った商品を作るということは生産者にもよくないけれど、消費者にとっ
ても害のあること。フェアトレード商品を買うということは生産者の生活を助けるだけでは
なくだけではなく自分の為にもプラスになるのです。

Side　環境

名大祭当日（7・8）、ユニセフ班はフェアトレード商品の販売を行います。フェアト
レード商品の販売の他にも、ユニセフ募金や、ユニセフのカード販売、ユニセフやフェ
アトレード関連の展示も行おうと準備を進めています。また、平和憲章委員会の人と協
力して、当日は平和関連の展示も行う予定です。

場所は文系総合館のE演習室です。文型総合館は少し、判りづらい場所にあるので地
図を載せておきます。興味のある人は是非お越しください。

あとがき
フェアトレードについて興味を持ってもらえましたか？国際貢献は活動することももちろん大事だけれど、

世界の事を知り、自分達にどんなことができるのか知ることも大事だと思います。身の周りの物が世界に繋がっ
ていることを感じて、今後も国際貢献に関わることに興味を持って情報に触れてもらえればいいな、と思います。

フェアトレード商品はそういった児童労働によらずに生
産されているとフェアトレード団体が保障しています。大人
より安い賃金の子供が働くよりも、大人がきちんと働ける環
境を作り、そのお金で子供が学校に通えるようになったほう
がいいと思いませんか。

下の写真はフェアトレード商品です

　この文章が表沙汰になるときは梅雨入りしてるだろうかと思い、雨の日の通学について。私は登校時間の３分の１は自
転車なのですが、大雨の日はきついです。トラックに水をはねられるのも勘弁です。１度目はキレます。２度目は諦めます。
３度目にふっきれます。来るなら来いよ、この野郎！！見えるは遠ざかるトラックの影。（シバ）
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共済基礎
隔月特別講義

斉京太郎講師(36歳)
さいきょうたろう

梅床責任助手(25歳)
ばいしょうせきひで

第６講

◆共済Ｑ＆Ａ◆　～アンケートに書いて頂いたご質問・ご意見・ご感想にお答え(?)します～

斉京太郎講師って…サリーちゃん
にでてきそうじゃないですか??

(梅床)懐かしいですね、魔法使いサ
リーちゃん(知らない人はネットで検
索してみましょう)。先生は魔法とは何
の縁もないおじさんですけど、髪型は
誰かに似てるような気もしますね(第
１講を参照)。

学生総合共済のうちわけがわ
かって、新たな発見でした。

(斉京)いい響きですね、新発見(ニヤ

リ)。本当は加入時点で理解してか

ら加入するのが一番よいんですけど

ね。意外に知らない人も多いような

ので、今後はもっと広めていきたい

ですね。

これからも、わかりやすく講義を
してくださいね。

(斉京)はい、これからもがんばりま

す！今回で基礎的な知識の学習は終

わり、次回からは実践的な講義をして

いこうと思っています。今後ともご愛

読よろしくお願いします。

僕も確かに入ってます。

(梅床)さらに加入内容までバッチリ
把握していらっしゃいますか？バイ
クで事故を起こしてケガをしたのに
“バイク保障なし”で加入していたた
めに、共済金が貰えないなんてことが
あると悲しいですからね。組合員コー
ナーで確認してみるとよいですよ。

けがとかしないよう保険だと思っ
て入りました。

(斉京)まぁ確かに保険のようなもの

ですね。しかし、共済の特徴として、予

防提案活動というものがあります。こ

れはケガとか病気を未然に防ごうと

いう活動なのですが、次回で詳しく取

り上げますね。

(斉京)みなさん、そろそろ授業にも慣れてきた頃ですね。気を緩める

ことなく、適度な緊張感をもってですね…あ、そこのキミ、開始早々寝

てるんじゃありません。

(梅床)先生の前置きが長いからですよ。とっとと授業始めましょうよ。
(斉京)う、うむむ…そういや今日は火災共済と学生賠償責任保険を勉

強するんだけど、なんか気になることがあるんだよね。

(梅床)なんですか？
(斉京)梅床くんの名前って“ばいしょうせきにん”って読めるよねぇ。

まさか、キミの親は共済好きかい？

(梅床)…ノーコメント。
実は髪型に気をつかうオ

シャレさん。単なる寝グ

セだという噂も。。。

実は前髪に気をつかうオ
シャレさん。目にかかる
ぐらいがいいらしい。
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４年間のことを思うと安いもんで
すね。

(斉京)そう思ってもらえて、なんだか

嬉しいですね。加入書類などのわかり

にくさがなんとかならないものかと

日々考えていますが、こうやって地道

に情報を広めていくのが現在の私に

できることだと思うわけです。

☆★予告★☆
	 共済基礎をご愛読頂き、ありがとうございます。今回で基礎的な知識の勉強は区切りをつけ、次回からは趣向を変

えてお送りします。連載1周年を迎えるにあたって、引き続き共済のことを知って頂くために尽力してまいりますの

で、今後ともよろしくお願い致します。

　名古屋の水はまずいです。私は静岡人なので下宿しておりますが、まあ～カルキ臭い。あれじゃあプールみたいです
よ・・・（名古屋の人すいません、大暴言ですね・・・）まあ都会だし、宿命です。（平野）
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文責：斉京太郎＆梅床責任(Created by だつ)

第６講 ～火災共済･学生倍賞責任保険について～
○火災共済のポイント

◆講義本論◆　～火災共済･学生倍賞責任保険について～

火災や風水害だけでなく、盗難保障もセットになっている!!

○今回の課題
Me ～ diaアンケート「共済基礎」の欄に、講義の感想や共済への質問を書いて投稿してください。

(梅床)次回からは、講義内容がちょっと変わるらしいですね。　(斉京)うん、今までの知識的な学習をベースにして、

実践的な共済を学んでいこうと思ってます。　(梅床)実践的な共済ってなんでしょう？　(斉京)それは次回からのお

楽しみってことで、スィーユーネクストタァーイム!!
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火災共済

借家人賠償責任保険 盗難保障家財の保障

学生賠償責任保険

日常生活における賠償事故 ※注意※講義・行事・実習における賠償事故

	 加入者が火災や水漏れなどを起こし
て、大家さんから損害賠償を請求された
場合に賠償額を保障します(ただし5000
円以下は自己負担)。

最高10
00万円

まで保
障

	 火災や風水害などで加入者の家財が
損害を受けたときに、その買い換えや修
理のためのお金を保障します。

○室内の家財を盗まれた、壊された、汚
された→最高30万円まで保障
○室内の現金を盗まれた→最高5万円ま
で保障
○部屋のガラスやカギを壊された→最
高10万円まで保障(5000円以下は自己
負担)

(斉京)一人暮らしをする人のための共済だね。ポイントは、火災とか風水害

といった事態だけでなく、盗難保障もセットになっていることだね。

(梅床)他人に対する賠償事故の保障をするための保険です。でも何から何ま
で保障できるわけではありませんので、その点は注意ですね。

	 他人にケガをさせてしまったとか、他
人の持ち物に損害を与えてしまったと
いう際に保険金が支払われます。事故の
種類としては、自転車事故が半分近くの
割合を占めているのですが、賠償事故っ
て身近なところで起こりうるものなん
ですよ。

	 講義中や学内の行事、理系の人の場合
は実験中の賠償事故も保障されます。不
慮の事態に遭ってしまった時のために
も、ぜひ加入しておきたい保険ですね。

	 以下のような場合は、保障の対象外な
ので注意してください!!
○自動車･バイク(原付含む)を運転して
いる時の賠償事故
○他人からの借物に対する賠償事故
○アルバイト中の賠償事故

○学生賠償責任保険のポイント
学生生活を広くカバーするが、例外もあることに注意!!

最高15
0万円ま

で保障

最高1億
円まで

保障

　水曜日といえば深夜アニメが面白いです☆最近はライトノベルもたくさんアニメ化されていて小説と見比べつつ楽し
んでます。キャラクターが動いたり喋ってくれるとうれしい反面イメージが固定化されてしまうので少し寂しいかな。最
近は26時ぐらいから放送してる「桜蘭高校ホスト部」にはまってます☆☆☆（のん）
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学 読 本 舗
vol.8

　霖雨の悩ましい初夏の候、皆様はいかがお過ごしでしょうか。雨が降って外に出られないとき

こそ読書の絶好の機会。今年の春に入学した人も、新生活にも慣れたことでしょうし、たまには家

でじっくり活字に浸ってみてはどうでしょう。

最近はこんな活動してます！（４月～５月）
最近の学読班は…

総代会にテーマブースを出しました

　新入生加入！今年は13名の新入生が、学読班に入ってくれました。
次回の学読中毒より早速活躍してもらえることでしょう。
　1・2・3年生合わせて班員は総勢20人となりました。これからも学読
班を宜しくお願い致します。なお、まだまだ新メンバーは募集中です
ので、興味のある方は毎週木曜日の昼休みに34教室で行っている班会
にお越し下さい。

●総代会って？
　総代会とは、生協が総代や生協委員に対して1年間の活動内容を報告し、また今後1年間の活動方針を確
認する会です。名大生協では毎年5月に行われています。その一環として生活班の活動などを詳しく紹介
するテーマブースが設けられました。

●学読班テーマブース
　今年度のテーマは読書マラソンでした。読書マラソンのエントリー受付や、去年に行った読書マラソン
コンテストの優秀作品を展示し、数多くの方にご訪問頂けました。

Booksフロンテオープン！！

　5/23にFORESTがオープン！それに伴い、第二理系食堂（理系中華食堂）があったところに、理系書籍
専門店としては日本最大級の書籍『Books Fronte』が開店しました。オープン企画として5月23日（火）か
ら26日（金）までの4日間、南部書籍＆Books Fronte同時開催の全点15％ Offセールが行われました。
　理系の専門書のみならず、雑誌や新書など様々なニーズにお応えしていますので、学部を問わずぜひ
一度お越しください。

書籍からのお知らせ

Me~dia 6　学読本舗

　自宅は井戸水を使用しているので、この時期は濁った水が出てきたり、夏は冷たい水が出たり、冬は暖かい水が出たり、
風呂桶の蓋を閉めておくと鉄のような香りがしたりといろんな様子が観察できます。(だつ)
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活字中毒
学読的

読書好きな輩が送る今月の一作

◆６月の本◆

	 本を読もう読もうと思っているけど、どんなのがいいかわかんない…というあなた、もう
南部書籍「学読的活字中毒」は、見ていただけましたか？今回紹介するのは、書籍で６月の本
として置かれていた２冊です。

　著者はあの「だんご３兄弟」を世に送り出した佐藤雅彦さん。
「かわいいものをやりたい気持ち」と「かわいいものだけに終わ
りたくない気持ち」からうまれたこのカラフルな本は「逆算の考
え方」？「次元を変える」？？「枠組み」？？？などのちょっ
と説明しづらい考え方をかわいいイラストやスッキリとした言
葉で解説してくれます。読んだ後に「考えることって楽しいか
も！」って思えたら、プチ哲学者の仲間入り♪

matsuzaki

のおすすめ
『プチ哲学』	 佐藤雅彦　著
中公文庫 価格：680円

　西洋の思想を二千年以上にわたって貫く存在「聖書」。一度は読
みたいと思った人も多いはず。しかし原典や解説書を読もうに
も、面白くもない文面と圧倒的な分量にノックアウトしたのでは
ないでしょうか。
　この本は聖書のエッセンスのみを抽出して、分かりやすい文
章・構成で旧約聖書の世界を描き出してくれます。317ページと
短く、さくさく読むことができるでしょう。教養書としてはちろ
ん、単なる読み物としても十分に面白い本です。

Ｈ．Ｓ

のおすすめ
『旧約聖書を知っていますか』	 阿刀田高　著
新潮文庫  価格：540円

蒸し暑い日が暫く続きます。

暑さに負けないようにしっかり読書しましょう。

文責：学生に読書を薦める班(学読班)

Me~dia 6　学読本舗

　飲み物がおいしい時期がやってきます。私は、アイス派です。今年も毎日アイスを食べ続けようっと♪　ソフトアイスは
マイブーム☆（シュウセイ）



Me~dia 4　Peace Now! 21

Peace Now!21
＃5　折り鶴が届ける平和への願い【前編】

　こんにちは、のんです。今回はハムハムに変わって私から「Peace Now! 21」をお届けします。
Me-dia6と7では広島から平和を考えてみようと思います。Me-dia6では、特に折り鶴にスポット
をあててみます。病気のお見舞いなどに使われる千羽鶴。実は一人の少女の願いがこめられた平
和のシンボルでもあるって知っていましたか？

1985年8月6日

10

佐々木禎子さんの物語

　

禎子さんの死をきっかけに、禎子さんの同級生を中心として「原爆で亡くなっ
た子どもたちの霊を慰め平和を築くための像をつくろう」という運動が始まり
ました。市内の各学校の生徒会を中心とした「広島平和を築く児童生徒の会」
結成され、全国に呼びかけて広く国内外から募金が寄せられました。禎子さん
の死から１年後には平和記念公園内への設置が決まり、二年半後の 1953 年 5 月
5 日、「原爆の子の像」除幕式が行われました。その後「禎子と折り鶴」の物語
は絵本や映画など様々な形で国内外に広がり、折り鶴は「再び被爆者は作らない」
決意の証、平和のシンボルとして折り続けられています。

千羽鶴の元々の由来
千羽鶴の元々の由来は「長生きの象徴といわれている鶴を折ることで長生きが出
来る」と言うところから来ています。その後、千羽鶴を折ることで願いがかなうと
いうカタチで伝えられるようになり、それが原爆の子の像を生むきっかけにも
なっています。

　この日、広島に原爆が投下されました。爆心地から半径２km以内の地域は、熱
線と火災によりすべて燃え尽くされたのです。原爆の爆風と熱線、そして放射線
は人々に多くの被害を与えました。当時市内には約35万人がいましたが、一発の
原爆で、その年の12月末までに14万(±１万)人が亡くなったそうです。また、この
時浴びた放射能によって、後々多くの方が亡くなったり後遺症に苦しんだりして
います。折り鶴の物語はこの広島が舞台です。

「原爆の子の像」建立へ

　佐々木禎子さんは２歳８ヵ月の時に広島で被爆しました。特に外傷はなくずっ
と普通の生活をしていましたが、12歳の時、急性白血病と診断され、すぐに入院
することになりました。入院中のある日、色とりどりの折り鶴がお見舞いとして
病院に送られてきました。禎子さんもそれをきっかけにして、「病気を治したい」
という願いを込めて鶴を折るようになりました。薬の包みで鶴を折り続け一ヶ月
足らずでその数は千羽を超えました。それ以降も「生きたい」という」願いを折り
鶴に託して折り続けましたが、次第に体調は悪化し、家族に見守られて亡くなり
ました。

　６月と言えば、梅雨です。雨の日が多くなりそうです。雨が多いと気分が滅入りそうです。（りじゅ）
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名古屋大学消費生活協同組合

●回収した個人情報は、入選のご連絡などこの企画に関する目的以
外で使用しま　せん。また、名古屋大学生協の個人情報保護基本方
針に基づき、厳重に管理さ　れます。
●応募作品の著作権は応募者に、使用権は名大生協に帰属するもの
とし、無償で　発表・印刷されることがあります。

みなさんが平和憲章を読んで感じたこと・考えたことを募集します！

　名古屋大学平和憲章は1987年2月5日に大学構成員 (学生・院生・教職員・生協職員 )

の過半数の賛同署名によって全構成員の名において名古屋大学が二度と戦争に加担し

ないことなどを宣言したものです。名大生協ではこの名古屋大学平和憲章の精神を新

入生をはじめ多くの学生・院生の方々に引き継いでいくことを目的に平和憲章エッセ

イを募集します。

平和憲章エッセイ

募集中
まだまだ

名古屋大学

詳細・平和憲章エッセイ本文・応募用紙は↓↓↓へ。
http://www.nucoop.jp/committee/peace_essay0605

■応募資格■ 名大生協の組合員である学生・大学院生であれば、誰でも応募可能！
■募集〆切■ 二次締切：６月30日（金）　
■テーマ■　 自由（1000字～ 1600字程度）。
　　　　　　 必ず名古屋大学平和憲章を読んだ上でエッセイを書いてください。
■応募方法■ １）名大生協北部厚生会館２階　組合員コーナーに直接提出する。
 　　　　 ２）下記の宛先に郵送する。　
     　　〒464-0814　名古屋市千種区不老町１
　　　　　 　　名古屋大学消費生活協同組合　「憲章エッセイ」係
     下記webページより応募用紙をダウンロードして添えてください。
■審査員■ 名大生協理事長を審査委員長とし、名大生協理事会で審査をします。
■結果発表■ 各生協店舗にて掲示し、入選者には直接連絡します。
■問合せ先■ 名大生協理事会　TEL:052-781-1111（または学内線7540）
     　　　　　　　　E-mail：kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

賞品

佳作（５名）　図書カード5000円分

参加賞（応募者全員）　食堂利用券400円分

入選（１名）

「オキナワの旅（8/28 ～ 9/2）」　
 「オキナワの旅」は生協オリジナルのツアーです。沖縄
の自然を満喫するだけでなく沖縄戦の傷跡にふれたり、米
軍基地の現状を知ったりできます。離島ならではのマリン
スポーツもオプションとして用意されています。最優秀賞

（入選）を受賞した方の賞品として、「オキナワの旅」の旅費
を全額援助させていただきます。

文責：のん

原爆の子の像 2005.08.06

広島へ行ってきました !!
　生協では毎年Peace Now!Hiroshimaとい
う企画があります。全国から多くの学生や
生協関係者が参加し、昨年は80人以上の参
加者が平和について考え交流しました。そ
こで見たり聞いたり学んだりしたことは
Me-dia7で詳しく紹介します。
　このとき、名古屋大学から1500羽（東海
の他の生協とあわせると6000羽以上）の折
り鶴を「原爆の子の像」に届けました。これ
らは組合員の皆さんから生協の店舗で集
めたものです。最初は集まるか不安だった
けど、自分の周りにも平和を願う人がたく
さんいるということを知ることができて
少しうれしく
な り ま し た。
今年も折り鶴
を広島に届け
たいなと思い
ま す。そ の 時
はぜひみなさ
んも鶴を折っ
て く だ さ い
ね。

折り鶴から広がる平和の輪
　原爆の子の像に集まった折り鶴
のうち2002年から1年間のものが現
在旧日銀広島支店（被爆した建物）
に展示されておりその数は約１万
束（１千万羽）以上。日本全国にとど
まらず、海外から送られたものも多
く見受けられます。実際にたくさん
の鶴や添えられたメッセージの中
に立つと、一つ一つの小さな想いが
集まって、大きな一つの平和への願
いとして伝わってきました。

　「原爆の子の像」は「千羽鶴の塔」とも呼ばれ、年間１千万羽以上の
折り鶴が捧げられています。像の頂上には折り鶴を捧げ持つ少女の
ブロンズ像が立ち、平和な未来への夢を託しています。側面左右には
二体の少年と少女の像があり、明るい希望を象徴しています。像の下
に置かれた石碑には右記のような碑文が刻まれています。塔の内部
には、少年少女たちの気持に感動したノーベル物理学賞受賞者であ
る湯川秀樹博士の筆による「千羽鶴」、「地に空に平和」の文字が彫ら
れた鐘がつられ、その下につるされた金色の鶴は風鈴式に音がでる
ようになっています。

こ
れ
は
ぼ
く
ら
の
叫
び
で
す　

こ
れ
は
私
た
ち
の
祈
り
で
す　

世
界
に
平
和
を
き
ず
く
た
め
の

　水といえば。川の流れを見るのが好きです。実家にいた時は相模川に見に行ったりしていました。浮浪者が川の近くに住
まわれているので、ほけーっとしていると警察に声をかけられたりもします。愛知県だと新幹線から見た限りでは、矢作川
がよいです。波の感じと所々にできる渦の感じがよいです。（みっくす）
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　新旧交歓会で選出された総代･生協委員に対して、活動内

容をお伝えするためのガイダンスです。名大生協専務理事

や生協各店舗の店長を招き、これからの活動に向けてのメッ

セージを伝えたり、今後の活動予定を告知したりしました。

総代･生協委員で集まり、夕食を交えながらＳＳや生活班
のメンバーで交流を行いました。各グループとも、それ
ぞれの総生活動に関するものから大学生活に関するものま
で、幅広い話題で盛り上がりました。メンバー間の交流で
きたことにより、今後の活動に向けて大きな効果があった
ことが参加者アンケートからも感じられました。

　4,5月の活動報告

4/3　生協ガイダンス

4/6・7　総生ガイダンス 4/14　総生セミナー

　新入生全員を対象にして、生協の事業概要などを伝えるためのガイダンスを行い
ました。生協店舗の具体的な特徴や教科書の購入方法をわかりやすく伝えることに
よって、充実した大学生活をスタートさせるためのお手伝いをしました。当日ナビ
ゲート役として登場した架空のキャラクター “サトウ”のお陰で、楽しくガイダン
スを見てもらえたようです。

学生委員会だより６

　おそらく中学校のとき…、とある雨の日にトラックが飛ばした水溜りの水を頭からかぶった記憶があります。衝撃的
だった…。（にゃっこ）
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６月下旬　サマーフェア
　南部・北部・医学部生協で開催されるサマーフェアにあわせ
て、学生委員会でも企画を出す予定です。
　生活班や各店舗ＳＳによる企画もあるかもしれません。ぜひ
足を運んでください！

　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　金丸 遼

　6月の活動予定

5/6-7　Springセミナー

4/22　学生委員体験会

5/12　総代meeting#1　　5/26　総代会

6/1-4　名大祭
　今年も学生委員会で模擬店を出店する予定です。担当者は
ミルクプリンを大量に購入し、何やらメニューを開発してい
るらしいのですが…。名大祭当日はぜひ模擬店へお越しくだ
さい♪

　編集上の都合で、今号ではお知らせできません。次号で詳しくお伝えします。

　学生委員会に興味をもった新入生を迎えて、
部会 ( 週 1回行う学生委員会の会議 ) を体験し
てもらったり、生協店舗を見学してまわったり
しました。後半になるとグループでの会話も盛
り上がってきて、楽しく学生委員会を体験でき
たようです。部会の終わりには、4人の新入生
が学生委員会に入ってくれました。

　ゴールデンウィーク最後の土日、吉良吉田の旅館で大学生
協東海地域センター主催「Springセミナー 2006」が開催さ
れました。東海地域の生協のある大学から160名近くが参加
し、これからの学生委員会活動を、また大学生活をより充実
させるためにどうしていきたいかを話し合いました。ここで
学んだことは、今後の活動を通して組合員の皆さんに還元し
ていきたいと思います。

僕が今回の春セミで為になったと思う事
は、話し合いの機会を持てた事と自分のや
りたい事を見つめ直せた事だと思います。
　話し合いの中で意見を聞いて、それを上
手くまとめてカタチにしていく事は、今後
の役に立つと思います。
　２日間でやりたい事を明確にするのは難
しかったですが、身近な事から始めていこ
うと思います。

学生委員１年　芝川 雄太

今回セミナーに参加してみて一番強く
思ったことは、たくさんの友達を持つこと
は大切だということです。
　いろんな人と話し合ったりすることに
よって、考えもしない意見をきけて楽しい
し、視野も広がって自分のスキルアップに
も繋がると思うので、多種多様な人との交
友関係を広げられるような企画を考えてい
きたいです。

学生委員１年　菱沼 貴之

今回は一般参加ではなくグループリー
ダーとして参加者に想いを伝える側に立っ
たが、話をしながら、自分が目標の実現に向
けて何もできていないことに気付かされ
た。目標を持つということは難しいし、それ
を実現させることはもっと難しい。今後の
活動も前向きにやっていこうと思う。

学生委員２年　金丸 遼

◆参加者の感想◆

学生委員会だより６
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雨の音ってそれだけで音

楽！？でも、風、雷の音で恐

くて眠れません。

	 （マープル）	

雷の音が聞こえると、近くに落ちたの
かも！？と気になります。

	 （みっくす）

お風呂は電気を

付けずに入ってま

す。隣の脱衣所と、

外の街灯の明かり

で十分見えます。案外、落ち着いて、

お風呂に入れたりしますよ（笑）

	 （F.P.M）

通学時間１時間。この時間がもったいないの

で、教科書や本を読んで時間の節約…にするは

ずでしたが、なんと電車に酔ってしまうことが

発覚。節約できずじまいです（泣）	 （りむる）

もしもタイムマシーン

があったら………６ヶ月

前に戻って株を買いまく

る…の前に未来人の侵略に備えな

きゃいけないし…いや侵略される前

に未来をちょっと見てきたいし……

でもまてよ、時代が変わると携帯がバ

グリそうだから連絡がとれなくなっ

て…	 （LLP）

お風呂の照明の電球が切れたとき、
私も電気付けずに入ってました（笑）
意外と、薄明かりでも問題ないです
よね。親が来て、その生活にびっくり
して電球を付けてくれましたが、始
めはその明るさに慣れませんでした
…。	 （みっくす）

株って値上がりしたんですね。ラ
イブドアショックで値下がりした物
だとばっかりおも鋳込んでいまし
た。未来人の侵略…。こっちの世界で
今できたとしたら、タイムマシーン
もう未来にもあって……。いやタイ
ムマシーンは時空を超えるから未来
でも今できたのかもしれなくて…。
でもまって、未来の今っていつだろ
う…。	 （みっくす）

電車酔い。久しぶりに聞きました。本を読むのが駄目なら、音
楽を聴いたり、英語のリスニングをしたりとかどうでしょうか。
あとは…。寝るのが一番節約になる気もします。寝過ごさなけれ
ば…。	 （みっくす）

雨がたくさん降る季節が近づいてきました。前期もそろそろ半分を超える頃で
す。いかがお過ごしでしょうか。今回は過去の投稿からピックアップした総集編で
す。伝言板の歴史が少しわかるかも!?

雨の日に

聴きたい曲

タイムマシーン　

があったら飲み物は絶対買わ

ない！家からペット

ボトルを持参してい

ます。あとは「つもり貯金」でしょう

か。私の場合はお菓子に加え、本（マ

ンガ）も買ったつもりで貯金してい

たら、３ヶ月で数万に…。一体どれだ

けお菓子を買うつもりだったのか

…。	 （かときち）

飲み物よく買ってしまいます…。
買う時は体に良さそうだから野菜
ジュースとか多少考えてはいるので
すが、それでも、家で大きいのを買っ
た方が安いし、だいぶ無駄にしてい
る気がします。つもり貯金っていう
のも良さそうですね☆	（みっくす）
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Me～dia伝言板History

過去の伝言板への投稿をピックアップしてみました。数ある投稿の中
から担当者の主観で選んでみました。

Me ～ dia伝言板は今回でおしまいです。今まで投稿ありがとうございました。
	 第三代（たぶん）伝言板担当みっくす　

裏技「名古屋人を見分ける方法」

「白黒抹茶」と言われた
とき「あずきコーヒーゆず
さくら」と返せるかどうか

で決まります。	 （ダニー・チュン）

→名古屋人でないので知らなかった
です。岡崎とか瀬戸の人には効かない
のですかねぇ
	 （まぁしい）

学籍番号のチェックディジッ
トは、上8桁をabcdefghとする
とa×2＋b×3＋c×4＋d×5＋e
×6＋f×7＋g×8＋h×9を11で
割ったあまりの下1ケタ。

補足トリビア；関係者に直接聞いたわけ
ではないので確証はないです。でも、50個
くらい調べてみてもOKだったので大丈夫
…（いい加減）	 （メガネ君）

チェックディジットは学籍番号の最後
の1桁のことですね。

ということで院生Sさんの学部時代の学
籍番号を使って実演します♪080050409
→（a×2＋b×3＋c×4＋d×5＋e×6＋f×
7＋g×8＋h×9)÷11=86/11=77+9

自分の学籍番号で試してみよう！
	 (くみ)

2004年Me～dia6月号　Me～dia伝言板より

メガネ君のトリビアを早
速試してみました。ドンピ
シャです!!すごい!どういっ
たきっかけで発見されたの

か是非教えて下さい。	 （みかん）

2004年Me～dia7月号　Me～dia伝言板より

チェックディジットに意味が
あるというのは前々から聞いて
いたんですが、それを求める方
法が全然見つからなくて、あき
らめかけていた頃、ネットで検

索したら「それぞれの位に何かをかけて
11で割る」というのがあったのでいろい
ろ試してここにたどり着きました。今思え
ば、なぜはじめからネット使わなかったの
かかなり謎です。	 (メガネ君)

2004年Me～dia10月号　Me～dia伝言板より

History企画

「Me～dia伝言板

	 過去の投稿」
伝言板の記念すべき第一回の投稿な

どからピックアップしてみました。

チェックディジットの真相

単位の神秘
私が学部生の時です。（ですから現

在がどうか照査してません）。ある教
科の担当教授はゼミ生はたとえ試験
が不可でも「優」をくれると言われて
いました。ただし、コメントがあって

「限りなく不可に近い優」とあるそう
です。

ゼミ生以外はヤマを外して答えら
れないときは「おいしいカレーライス
の作り方」を書くと可はくれると伝え
られていました。そこで私の友人がヤ
マを外したため、それをやったとこ
ろ、いろいろコメントが返ってきた
そうです。「おいしいカレーライスの
作り方はもう飽きた。他のにせい。そ
の上、君のはやたらに誤字、脱字が多
かったから不可にする」と。本当の話
です。	 （うえすぎようこ）

2002年Me～dia4月号　第一回Me～dia伝言板より

2002年Me～dia7月号　第3回Me～dia伝言板より

私もやってみました。女の子のかよわい力でも出来ました。6回ひねりでした。	
	 （くみ）

（あぺ）
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　この時期は食堂のフェアが目白押しで

ちょっと嬉しい。新入生に混じって、食堂の列

に並ぶかなって気になります。 （かときち）

→食堂のフェア、良いですよね。(私は弁当持
参派なのですが)何だか書いていて楽しくな
りました。	 (ひろひー )

　南部購買には書籍も含まれるんですか？営

業時間が気になります… （にゃんちゅう）

→南部購買には南部書籍が含まれません。あ
しからずー。	 (ひろひー )
	
　これからも生協をフル活用して大学生活を

より楽しくするつもりです！ （りむる）

→おおっそれは有り難や！…と生協職員も
思っていることでしょう。	 (ひろひー )

　そういえば、教養教育院（全学）の近くに

ファミマができるって本当!? （LLP）

→http://www.nagoya-u.ac.jp/gakunai/info/
konbini051128.pdfをご参照あれ。あそこに
コンビニが出来たら、はたして便利になるの
か渋滞が起こるのか、ちょっと気になります
ね…。	 (ひろひー )

　とっても忙しそう　やりがいを教えてくだ

さい （マープル）

→学生委員会って自分たちで企画を作ってい
くのも楽しいし、それをやり遂げたときの達
成感もいいし、自分がレヴェルアップしてい
くのも快感だし、かなりやりがいありますよ
♪「単なるサークルじゃ物足りないっ」て思っ
たらぜひぜひ……じゃなくて、たぶん生協職
員のですよね。今度聞いてみようかな。	 	
	 (ひろひー )

　北部のトイレがきれいになってよかった  

 (H.K.)

→南部のトイレもいずれかは…	 （編集部）

総代会のおしらせ

　お菓子バトルに興味があります…  

 （にゃんちゅう）

　１年前がなつかしいです。テーマブースな

どが楽しいですよね。 （チャッピー）

→今年は体験型テーマブースなのでご期待下
さい☆　また、お菓子の試食もやります！	 	
	 （シュウセイ）

FOREST

　大学生活もあっというまに２年が過ぎて、

３年目に突入なんて信じられない…これはみ

んな同じ気持ちだと思った。 （かときち）

→そうですね。私も１年前同じ気持ちでした
…。あと２年間、今まで以上に充実した大学
生活を送れるように、どんどん生協を利用し
ちゃってください！	 （にゃっこ）

　今年はいよいよ就活の年、でもどうやれば

いいのかいまいち知らない… （LLP）

→私もそうでした。まずは、学校の「学務部　
学生総合支援課・就職資料室」に行ってみては
どうでしょうか？生協の書籍で就職関係の本
を探してみるのも、いいと思いますよ。	 	
	 （にゃっこ）

　大学入学したての今だからこそ目標を立て

なくてはいけないと思った （マープル）

→目標は何か立てられたでしょうか？大学に
合格したばかりでまだまだ慣れてないことも
多いと思いますが、やはり最初が肝心です！
	 （にゃっこ）

Peace Now!21

　自分だけが疑問に思ってるんじゃないコメ

ントがあっておもしろい （マープル）

→今回はできるだけ多くのコメントを載せ
て、ちょっとでも共感できるコメントを見つ
けてもらおうと考えて記事を作りました。	 	
	 （ハムハム）

　私も平和憲章エッセイ書いてみようと思い

ます。 （チャッピー）

→一次締切は過ぎてしまいましたが、まだ募
集中です。まだ応募数が少ないので、チャンス
ですよ！	 （ハムハム）

　今沖縄の基地移転がとても騒がれているか

ら大変だと思った。 （にゃんちゅう）

→いよいよ動き始めました。地元住民の声が
尊重されるとよいのですが…。	（ハムハム）

最初の目標見つけよう

　１年のはじめというのはまた気がひきし

まっていいですよね。私もこの機会に考え直

したいです。 （チャッピー）

→私もこれから１年気を引き締めていかな
きゃな～と思いながら記事を書きました☆お
互いがんばりましょうね。	 （にゃっこ）

　工学部なので北部の本屋がしまるといやだ

な （H.K）

→ふらっと立ち寄れなくなるのは寂しいです
ね。でもFRONTEも思わず足を伸ばしたくな
るような素敵な本屋になりそうです☆	 	
	 （NON）

　近代的でとってもすてきな建物ですよね?!

一回行ってみたいです。 （チャッピー）

→そうですね。名大の卒業生の人のデザイン
なんです。	 （NON）

　そーいえば、誕生日がFORESTのオープンで

した。どんなお店になるのか楽しみです。無線

LANも使えるという事なので、ぜひ試してみた

いと思います。 （すのっち）

→おめでとうございます!!パソコンもって
コーヒーでも飲みに行ってみるのもいいかも
ですね。	 （NON）

Me~dia 6　ゆうべのひとこえ
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文学部１年	 F.P.M
理学部１年	 マープル
工学部１年	 りむる
工学部１年	 燎
農学部１年	 S.M
法学部２年	 チャッピー
理学部２年	 サハリンスキー
文学部３年	 にゃんちゅう
経済学部３年	 かときち
経済学部３年	 LLP
工学部３年	 没一
工学部３年	 H.K
理学部４年	 かぼ
情報科学研究科	 すのっち
国際開発研究科	 ダニー・チュン
法学部その他	 うえすぎようこ

◎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。

〈今回のアンケートは16枚でした〉

Me ～ dia4アンケート当選者（敬称略）

Me ～ dia4アンケート回答者（敬称略）

ショッカータイムス

So-sei Fu-!/生活班Fu-!

　この題名、明らかにとある芸人のネタです

よね。水銀(Hg）ですよね？ （りむる）

→え！？そんな芸人いるんですかぁ？	 	
	 （ハムハム）

国際貢献してみよう

　もっとフェアトレードが知名度を得られる

といいと思いました。 （にゃんちゅう）

→知らないことでフェアトレードに携わる人
が減ってしまったり、良い制度でも埋もれて
しまったりするのはもったいないですよね。	
	 （ユニセフ班）

学読本舗

　表紙の「Me ～ dia」の文字の解像度が低いで

すが、わざとですか？全体的なデザインはと

てもGood!! （すのっち）

→わざとではありません事故です。すいませ
んでした･･･ご指摘ありがとうございます。精
進いたします。	 (リト）

　４月号らしくていいと思いました。「最初の目標み

つけよう」とも書いてありますし。（うえすぎようこ）

→ありがとうございます。更なる発展を続け
るMe ～ dia（の表紙）をどうぞよろしくお願
いします。	 （リト）

　ミルクプリン、おいしいんですか？（りむる）

→結構、ファンがいるそうですよ。	 （コウ）

表紙・裏表紙

　何か身近で国際貢献できるものがありませ

んか？自分には関係ないな、と思ってしまい

ます。 （りむる）

→国際貢献とは本当にいろいろな事を通じて
行えると思います。研究をすることだって、他
の国の地域に役立つこともあります。誰かの
為に“してあげている”というよりも、身の回り
の興味のあることから世界につながっていく
という風に考えてみてはいかがでしょうか。
私たちの身の回りの物は世界中からやってき
てますし、案外自分が思っているより関係し
ているかもしれないですよ。	 （ユニセフ班）

今回も時間無くて解けなかった…残念です。
（すのっち）		
問題が最悪でした。今度会った時に全力で謝
りますんで許して下さいｗ	 （ゆーすけ）

さんすう

　「ゆうべのひとこえ」が２ページとは、

ちょっと少ないような…。次号には新入生の

みなさんの「声」も殺到（？）するのでページ増

を期待してます。 （ダニー・チュン）

→アンケート数がもっと増えると、ページ数
が増えるので、是非アンケートを出してくだ
さい☆	 （シュウセイ）

　ふーちょさんへ。花粉症は年をとるごとに

改善されるって本当ですか？私はその年々に

よって重かったり、軽かったりしてるのです

が？ （うえすぎようこ）

→高齢になるとアレルギーに鈍感になるか
ら、花粉症も治まるそうです。でもそれはおじ
いさんおばあさんレベルの話なので…。	 	
	 （ふーちょ）

ゆうべのひとこえ

　高校では、忙しくて本読めなかったのでこ

れからいっぱい本読みます!!「ジーキル博士

とハイド氏」読んでみたいです。 （F.P.M）

　みんな年に何冊くらい読んでるんだろう？（LLP）

→大学生は自由に使える時間が増えますよ
ね。ちなみに読書マラソンは在学四年間で百
冊本を読もうという企画です。よかったらど
うぞ。	 （まや）

　新書の日15%offはありがたい！でも３冊も

買わないです。ゴールデンウィークに向けて

買いだめするのもいいかも。 （かときち）

→5月は「Fronte」オープン記念で書籍全品
15％ OFFセールをやっていました。「Fronte」
は娯楽書も充実しているので一度行ってみて
はどうでしょうか。	 （まや）

「さくらもち」の作り方が載っていたのには

ビックリしました。私は今まで買ってしか食

べた事がありませんでしたので、来年の為に

桜の葉の塩漬けする方法も載せていただけた

らと思います。そしたら完全に手作り和菓子

になりますからね。（うえすぎ　ようこ）

→大型スーパーで売られている桜の葉の塩漬
けは、今の時期に採った大島桜の葉を半年ほ
ど塩漬けした物らしいです。どこにでもある
ソメイヨシノの葉は、香り付けには良いらし
いのですが食用には向きません。買った方が
無難かなと思います。	 （ショッカー）

私は下宿生ではないですが料理は好きです。

載っていたメニューもつくってみたいです。

（F.P.M）

→料理を覚えて、どんどん親孝行しましょう～
	 （ショッカー）

自宅生ですが、やかん、フライ返し、しゃもじ

もよく使います。（かぼ）

→すいません、しゃもじは忘れていました。当
方、炊飯器から直接食べるものですから・・・
	 （ショッカー）

　去年より生活班の数が増えました？それと

も私の勘違いなんでしょうか。勉強不足です

みません。 （かときち）

→実を言うと、一つ減りました。メンバーが忙
しかったらしいです。今ある５つの班の活躍
に期待です☆	 （ハムハム）

Me~dia 6　ゆうべのひとこえ

文学部１年	 F.P.M
理学部１年	 マープル
工学部１年	 りむる
工学部１年	 燎
法学部２年	 チャッピー
経済学部３年	 かときち
工学部３年	 没一
工学部３年	 H.K
理学部４年	 かぼ
法学部その他	 うえすぎようこ



まず、僕はみなさんに謝らなければなりません。

理由は…、実はあの問題、答え 31 日になると思って問題出し

ていたんです！

そのせいでかなり紛らわしい文章になってしまい、本当に申し

訳なく思っています。

すこし、何故ミスをしたかを説明させてもらいますと…

初項 1/2、公比 1/2 の等比数列の和は 1-(1/2)^n になりま

すが、これはどこまで行っても ( 無限にまでトばさなきゃ )、

１にはならずいつまで経っても (1/2)^n だけ足りません。

僕はこれを応用して何か問題を作ろうとしました。そして僕は

どこをどう勘違いしたのか、あんなふうに元を全く応用できて

いない問題を作って出題してしまったのです。

前号の問題の解答は 30 日目になります。詳しい説明は省きま

すが直感的に分かってください。

ちなみに僕がやりたかったことは…

宇宙船は 30 日終了の時点でぴったり、目的地につきました。 

さて！半分を過ぎたのはいつでしょう？ 

こんな感じでありました…　読者のみなさん。

問題思わせぶりたっぷりで本当にすいませんでした。しかしな

がら問題そのものは間違っていないため、図書カードの当選者

はそのまま正解者から選ばせてもらいます。

どうかご理解の程お願いします。

さ　ん　す　う
　突然ですが、今回でさんすう最終回です。今までご愛読ありがとうございました。というか実はこれ、打ち切りです（泣）。
みんなご愛読おねがいしますよ(もう遅いけど)。何故かずっと評判良くなかったんですよねｗ。みんなクロスワードパズル
の方が面白いって…。でも今回はややこしいことを考えるのが嫌いな人でも正解には辿り着けるし好きな人も頑張れる、そ
ういう問題です。今回は論理問題なのです。これは文字をおいて解いたらなんの面白みもなく終わってしまう問題ですが、好
きな人はこれを紙とペンも文字式も使わず、暗算でやってみて下さい。出来る人はとりあえず僕よりは頭がいい人です。世間
一般よりいいかは知りませんけどねｗ(いや、マジな話…)。ではどうぞ！

前号の解答

　

Me~dia 6　さんすう

30

文責　ゆーすけ　　Special Thanks! まさーん&はんにゃ

　前回の図書カードの当選者は LLP さんです。
おめでとうございます。なお正解者は 4名でした。

　ある3人の旅人の話です。この旅人は世界一周旅行の真っ最中。3人とも貧乏だったし、お金は財布を共有して使っていました。

節約を心がけることにもなりますしね。

　そしてある日、この 3人はとある発展途上国で何やらコンクリートで出来た駐車場付きの建物を見つけました。どうやらホテ

ルのようです。旅人たちはここに泊まることにしました。しかし、店の主人と見える人はいません。料金も、知らない言葉で書

いてあるみたい。途方に暮れた３人の旅人は悩んだあげく有り金全部置いてくことにしました。いい人だったんですね。

　旅人らが、部屋に入ってから数時間後、この店の店主が帰ってきました。そして置かれたお金に気付き店主は旅人らの部屋に

お釣りを払いに行きました。お釣りは 15ドルです。

　しかし、彼は階段を登る途中で気付いてしまいました。旅人らはこのホテルの料金がわかっていない…。店主はお釣りから 6

ドルくすねて 9ドルしか返しませんでした。というか全部取っちゃえばいいのにｗ。それはともかく、このホテルの本来の料金

は旅人の有り金全てより 15ドル安いのだけど、6ドルは盗まれたというわけです。

　そして旅人が実質的に払った額と 6ドル合計で 15ドルになるわけですがさて、

旅人の有り金はいくらだったのでしょう？

またこの問題の解が不定ならば、それを証明して下さい。

「かれらはいくらもってたんでしょう？」

　問題は以上です。正解者の中から抽選で１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～dia７に掲載します。それじゃあ、さようなら。またいつか。
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Me~dia6のアンケート締め
切りは6月16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~dia7は7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

今号もゆうべを担当
しています。みなさん、
Me ～ dia2アンケート
当選者は応募者全員
だったことを知って
いますか？最近、アン

ケート投稿数が減ってきたので、是
非投稿して下さい☆

ところで、もうすぐ梅雨の時期が
やってきます。洗濯物は干せない・じ
めじめして気分が悪くなりがちです
が、湿気対策・カビ対策等して乗り越
えましょう。（シュウセイ）

　去年の10月号から
裏表紙でミルクプリン
の広告シリーズを続け
てきましたが、ついに
ネタ切れとなり、今回
はソフトアイスの広告
になりました。ネタ切

れっていうか、単に時間が無かっ
ただけなんですけどね。
　あと、なぜか今月号から僕が編
集長になってしまいました。これ
からのMe～diaがどう変わっていく
のか心配 注目ですね！ということ
で今後もMe～diaをよろしく願い致
します！

ども。リトです。気付
くと学生委員になって
１年経っていました。
何だかイロんなものの
表紙ばっか描いてたき
がします（表紙しか描

いていなかったきもします）。ところ
で南部食堂の通路（昼に人がすごく並
ぶところ）の壁面に学生委員会の掲示
板があるのをご存じでしょうか？地
味かつ地道に更新されていくので、気
が向いたときにでも見てもらえると
広報班が諸手をあげて喜びます（因み
にワタシも広報班）。	 （リト）

FOREST後編はいか
がでしたか？理学部の
私としても開店がとて
も楽しみです。きっと
23日には買いあさる

んだろうなぁ。FORESTでうれしいの
が地形図が販売されるようになった
こと。これでわざわざ遠くの本屋まだ
行かずにすみます☆他にもライトノ
ベルのコーナーも「待ってました!!」。
FRONTEに行くのが今から楽しみで
す。（のん）

（コウ）

久しぶりに編集後記
書きました。Me ～ dia
伝言板の担当を今まで
やってきたのですが、
伝言板は今回で最終
回です。投稿テーマを

幾つかいただいていたのに、載せきれ
なかったのは申し訳ないです。編集後
記といえば、以前ユニセフ班としてと
みっくすとして同じ号に2つ書いたこ
とがあります。後にも先にもそんな人
は多くないのではないでしょうか。関
係ないですが、名大祭でミルクプリン
という言葉を聞いたら…（みっくす）

６月はワールドカッ
プが開催します。一次
リーグで日本は世界最
強（？）と言われるブラ
ジルと同じ組に入っ

ています。個人的には、本気のブラジ
ルと日本の対決が見たいです。でも対
決するのが一次リーグ３戦目だから、
一次リーグの結果が或る程度出てし
まっていて、真剣勝負が見られないか
もしれないので、心配です。（りじゅ）



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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ハンドメイドのソフトアイス。

北部食堂や理系カフェテリアに設置されている、ソフトアイス製
造機をご存じですか？レジでお金を払ってコーンを手に入れれば、
美味しいソフトアイスを自分の手で作ることができるんです！人気
の味は、マロン、バナナ、中華杏仁など。また、個性的な裏メニューも
充実してます。ぜひ、お試しあれ！
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