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 テストが終われば待ちに待った春休みですね。帰省したり旅行したりサークルに
励んだりと色々な過ごし方があると思いますが、生協店舗の情報も要チェックで
す。春休み期間中は特に書籍部のフェアをお見逃しなく!!

■□食堂部の情報□■

【北部食堂】

●2月19日（月)～ 23日（金）　ふわ玉オムライス企画

・ハッシュドソース（チキンピラフ）
・ハッシュドソース（十五穀米）
・チーズクリームソース（ドライカレー）
・カレーソース（ドライカレー）
・ダブルソース（チキンピラフ）
全品420円　１日１品、日替わりで提供

■□購買部の情報□■

●北部厚生会館１階の閉店時間実験延長について

 今年の夏に、北部厚生会館１階の改装が予定されていることはご存知でしょうか？改
装後は営業時間の延長も検討されており、組合員の皆様からのご意見を集めている最中
です。そこで、下記期間において北部購買閉店時間を実験延長して、皆様のご意見をうか
がいたいと思います。より良い店舗作りのため、ご意見をお寄せください。

期間：1月29日（月）～ 2月9日（金） ※土日祝除く

時間：購買文具・コンビニコーナーの営業時間
通常18時30分閉店を9時閉店に実験延長します

　みなさん、明けましておめでとうございます。今年もMe~diaを手にとってくれて、ありがとうございます。
　迫り来るテストをちょっとだけ忘れて、Me~diaをどうぞお楽しみください☆（編集部）
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文責：常任理事 足立裕太

■□書籍部の情報□■
 授業のない3月だからこそ、書籍部で本を買って読書に励んでみましょう。
バレンタインや卒業式には、お世話になった人に本を贈るのもよいかもしれませんね。
Booksフロンテ限定のフェアもあるので、これを機に足を運んでみてはいかがでしょうか。

■□旅行･サービス部の情報□■

●通学制自動車学校　短期取得プラン「ウインタープラン」 　3/31(土)入校まで適用

 技能予約が優先して取れるから免許短期取得も可能です。生協のプランなら手続きが簡単で割安!!
お申し込みは生協店舗の旅行･サービス部カウンターで。

今年度は生協をご利用頂きありがとうございました。

来年度も引き続き名大生協をよろしくお願い致します。

※いずれのフェアも、ご利用の際は組合員証をご呈示ください。

●文庫新書の日　2/9(金)　Booksフロンテ、南部書籍同時開催

 …文庫か新書をどれでも3冊以上ご購入で15％ OFF(店頭在庫のみ)

●バレンタインプレゼントブックフェア　2/14(水)まで　Booksフロンテ限定

●丸善出版事業部15％ OFFブックフェア　2/15(木)まで　Booksフロンテ限定

●東京大学出版会20％ OFFブックフェア　2/16(金)まで Booksフロンテ、南部書籍同時開催

●先輩に本を贈ろう。プレゼントブックフェア　2/16(金)から3/23(金)まで Booksフロンテ限定

●文庫新書の日　3/17(土)　Booksフロンテ限定

 …文庫か新書をどれでも3冊以上ご購入で15％ OFF(店頭在庫のみ)

●理工系高額本特価フェア「ブックセレクション2006」　3/31(土)注文分まで

Booksフロンテ、南部書籍、医学部書籍同時開催

 …カタログ掲載の書籍が特別割引価格で購入できます。店頭に備え付けのカタログ、あるいは名大生
 協ウェブサイトの電子カタログをご利用ください。

●第26回「カタログブックフェア」　3/31(土)注文分まで

Booksフロンテ、南部書籍、医学部書籍同時開催

 …カタログ掲載の書籍が15%OFFで購入できます。店頭に備え付けのカタログ、あるいは名大生協ウ
 ェブサイトの電子カタログをご利用ください。

　2007年最初のお題は「メガネのこだわり」です！
　実はメガネッ子の多い学生委員会。メガネにひそかなこだわりを持っている人もいるかも！？
　ということで、急遽突撃インタビュー☆（編集部）
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防災―
防災―防災― 亡き妻が

遺したもの

市街地での避難

「市街地での避難は容易ではない。自宅なら各自で震災に備えてシミュレート

なり準備なりができようが、市街地ではそうもいかぬ。どう避難したらよいか

わからないし、被災時の緊急体制も知っていないのが普通じゃろう。また、場

所や施設によって建物の揺れ方など震災時の状況も大きく異なる。それゆえ

パニックに陥いりやすいのじゃが、どんな場所でもだいたいは緊急時を想定

したシステムが確立しており、それに精通している人物がいるはずなのじゃ。

その者の指示にきちんと従えば、ちゃんと避難できるようになっておる。まず

は慌てないことが大事じゃといえるじゃろうな」

3rd chapter　市街地にて
　亡き妻と息子夫婦を弔うため、八事霊園に赴こうとした時三。しかし何をどう間違えたのか着いたのは名古屋市街
だった。いよいよ老化が激しくなったかと考え込んでしまったが、転んでもただで起きる彼ではない。老いてなお食
欲だけは旺盛な時三は、これ幸いにと最近噂の「名古屋飯」を制覇すべく、繁華街に繰り出した。きしめん、味噌カツ、
エビフライと、次々と話題の食品をむさぼる時三であったが、ふと自分の有り金の乏しさに気がつく。なんと、財布の
中には銅とアルミニウムしかないではないか。―生涯最大のピンチ。
　しかし時三は慌てなかった。別に呆けてのほほんとしているからではなく、このようなときの避難方法を心得てい
たからだ。市街地には市街地なりの逃げ方がある。そんなわけで、時三の緊急避難テクニックをご紹介しよう。

←時三（69）
　本編の主人公のくせに、
食って遊んで、うらやましい
限りの隠居生活を満喫中。余
談だが、墓地というのは墓石
が倒れてくるため震災時には
結構危ない場所である。

←紗耶香（19）
　隠居モードの自堕落な祖父と
は対照的に、ちゃんと真面目に
授業に出ている。学校というの
は比較的耐震化が進んでいるこ
とが多いので、時三も安心して
おくりだしているようである。

※注意！　食い逃げはしてはいけません！また正しい避難をしても食い逃げは出来ません！

　私はど近眼なので、眼鏡のレンズはいつも小さめです。でも冷たいイメージにならない眼鏡がいいですね。女性らしい曲
線とかあるとよい。（じぇにぃ）4
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市街地・屋内での避難の基本

パニックとは？
　パニックは以下の条件が重

なったときに起こる。

１．危険が突然発生すること 

２．脱出しなければ助からないと

いう認識が広がること 

３．脱出口があること 

４．脱出口が限られていること

地下街はこの条件にぴったり

じゃが、パニックに流されずに行

動することが生存率を高めるぞ。

エレベーター
　災害時にはエレベーターの中

に閉じこめられてしまう可能性

があるため、避難には絶対使用す

るでないぞ。もし使用中に地震が

あったときは、全部の階のボタン

を押して一番早く止まった階か

ら脱出するのじゃ。閉じこめられ

てしまったときにも緊急用の電

話が備えられている。いきなり天

井から無理矢理脱出しようなど

とは考えてはならない。

災害伝言ダイアル
　緊急時に通常のメールや電話は混

雑するゆえ、連絡を取るときは災害

伝言ダイアルを利用するのじゃ。電

話番号をメールボックスとして、伝

言を録音・再生することが出来るぞ。

使い方

１．１
い な い

７１（局外なし）に電話を掛ける

２．録音をするのか再生をするのか選択

３．録音する場合は自分の電話番号を、再

生する場合は相手の電話番号入力する

４．伝言を録音する・伝言が再生される

※録音は震災時、被災地においてのみ可。

伝言の再生はどこからでもできる。

　見知らぬ場所で被災したときは、まずは己の保身を考えなけ
ればならない。利己主義と言うことではなく、自分の身は自分
で守ることで、パニックを防いだり、本当に救助が必要な人に
人手が行き渡ることにも繋がるのじゃ。

地震じゃ！
　まずは慌てず、鞄などで頭部
を保護しながらショーウィン
ドウや陳列棚から遠ざかるの
が基本じゃな。その際天井から
の落下物や、ガラスの破片など
に気をつけることじゃ。

安全な場所へ逃げる

　トイレや階段にいるときは、
そこが安全なので下手に動かな
い方がよい。広いスペースや、周
囲にものがないスペースは安全
であるといえる。揺れが収まっ
てから行動を開始するのじゃ。

トイレにこもる

　残念じゃ。一目散に駆けだし
たおぬしは、突然倒れてきた商
品棚に押しつぶされてしまっ
たぞ。ちゃんと落ち着いて周
囲の状況を把握するのが肝要
じゃ。

避難口へダッシュ

　市街地のだいたいの場所は、被災時には危険になる。いつま
でもそんな場所にとどまっていては危ない上、救助活動の妨
げになる。迅速かつ果敢な行動で危険を乗り切るのじゃ。避難じゃ！

　おぬしよりその場所・建物を熟
知している人間に従うのが最善。
どこに危険があり、どこが安全で
あるかなど、最適な避難方法を教
えてくれるはずじゃ。ただし、い
つの間にか違う人波に乗せられ
ていることもあるので常に注意
を払うがよい。

係員の指示に従う

　残念じゃ。周りの制止を振り
切って駆けだしたおぬしは、防
火扉が全部閉まって閉じこめら
れてしまったぞ。震災時にはい
つもとは勝手が違う。たとえ近
道を知っていても軽々しく行動
するのは慎むのじゃ。

独断で行動する
　論外。おぬしの阿鼻叫喚で、
パニックが起こってしまった
ではないか。駆け出す人、おた
おたする人、こうなっては収拾
がつかぬ。適切に避難できな
かった結果おぬしは1000人も
巻き添えにしてしまったぞ。

大声でわめく

　私の眼鏡は縁無し眼鏡。僅か数グラムの軽さが軽快なフットワークをサポートするze!! HAHAHA!!（ひろひー） 5
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・カバンなどで頭を保護しながら、
ショーウィンドウや商品などから離
れる。
・柱や壁際に身を寄せ、係員の指示を
聞きながら、落ち着いて行動する。

市街地での避難実践編

　セルフレームの眼鏡にかえようかなと考えております（こだわっていない）。あ、でも楕円形が基本です。長い前髪がすき
なのですが、眼鏡がくもるくもる…。（リト）

施設内

・比較的安全な場所だが、天井から物
が落ちてきたりするなどの危険も。
・パニックの発生が恐い。しかし壁づ
たいに落ち着いて歩けば必ず出口に
たどり着ける。

地下街

・長期振動といって、上の階に上がる
ほど揺れが大きく、長期化する。揺れ
が収まるのを待つのが大切。
・ガラス張りの建物が多いので窓に近
寄らないように。

ビル内

・急ブレーキが掛かるので、つり革や
手すりを両手でつかむ。他の人の荷物
にも注意を払う。
・車掌の指示に従うのが大切。間違っ
ても非常口から慌てて飛び出さない。

電車・バス内
・走行中に地震が起こると、パンクし
たようになって運転が困難に。
・被災したら車を左に寄せて止める。
鍵は差したままで、ドアロックもしな
い。避難に車の使用は厳禁。

車

・ブロック塀や自販機などの倒壊物に
注意。家ごと倒れてくる場合も。
・倒れそうな電柱には注意。垂れ下
がってきた電線も危険なので近寄ら
ないようにする。

道端

地上

道

地下

6
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4th chapter　大学にて

文責　ひでっちょ

次回は一時避難の方法です。

避難訓練

　10月の第２水曜日は国際防災
の日で、名古屋大学でも地震防災
訓練が行われるよ。IB館には起
震車も来るからぜひ一度震度６

（東海地震において名古屋で想定
されうる揺れ）を体感してみて。

安否確認システム
　被災時に速やかにネットで安否確
認がとれるように大学が構築したシ
ステムのこと。自分の安否情報だけ
じゃなく、友達や・大学への伝言を書
き込めるようになっているの。詳しく
はMynu（履修とかを登録するページ。
https://mynu.jp/）を参照してね。

災害対策室

　環境総合館の四階で活動して
いる東海地域と学内の防災力
向上のために活動する組織の
ことです。詳しくはホームペー
ジ（http://anshin.seis.nagoya-u.
ac.jp/taisaku/）を参照してね。

大学内の防災関連コラム

教室で講義中の場合

　天井からプロジェクターとか蛍光
灯が落ちてくる可能性があるかも。

図書館で自習中の場合

　本が散乱するし、場合によっては
本棚ごと倒れてくるかも。

実験中の場合

　火災が発生したり、揺れた拍子に
薬品が身体に掛かるかもしれない。

　「もし地震の予兆が観測できて、東海地震注意情報（観測された現象が前兆現象で

ある可能性が高まった場合）が発令された場合には全部の授業・研究は中止される

の。学生はそのとき帰宅することになっているんだけど、さらにその後東海地震警戒

警報（東海地震の発生のおそれがあると判断された場合）が発令されると交通機関は

停止しちゃうから、特に家が遠い人は気をつけて。

　実際に地震が起こったら、まずは自分の身を守ること。大学内には他の場所にはな

い危険があることもあるから注意してね。地震が収まった後は先生の指示をよく聞

いたり、友達と助け合って避難したりするように。詳しく知りたい人は、学生便覧の

『地震防災対策について』を参照しよう」

懸念１ 懸念３懸念２

　講義室の机の下に隠れれば問題な
いよね。先生の指示に従って、友達と
気遣い合って避難すれば大丈夫。

　本棚とか蛍光灯の付近からとっさ
に離れるのが大切ね。非常口への誘
導に従えば安全に避難できるよ。

　とにかく慌てないことが大切ね。
ぐらっときたら火を消して、危険な
ものを安全な場所にすぐ移そうね。

　遠くから見たときに肌に馴染んで目立たない色を選ぶことです（Master） 7
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第40回

もう２月になりましたがまだまだ寒い季節が続いていますね。今回の特集はそんな季節にありがたい鍋です。

体も温まるし、みんなでわいわい親睦を深めるのに最適です。

たくさんの野菜が摂れるので、風邪予防にも効果的ですよ～。

☆鍋スペシャル☆

ショッカータイムス
　第一章　特集ページ

　まずは一般的な鍋の紹介からします。

◇寄せ鍋・・・出し汁を入れた鍋に野菜や魚介類など様々な材
料を入れて煮込むものです。その地方の産物が入り特色が出
ます。 具材は、野菜類、大豆製品、練り物類、魚介類、肉類、キ
ノコ類など、ほとんど何でもアリでしょう。

◇キムチ鍋・・・寄せ鍋の、出し汁をキムチベースにしたもの
です。ピリ辛で食欲増進。〆のキムチ雑炊も魅力的ですね。

◇水炊き・・・皮や骨のついた鶏肉のぶつ切りで作るもので、
本来は湯で煮たために「水炊き」の名がありますが、現在では
多くの場合鶏がらなどのだし汁を用います。それ以外の味は
付けず、小皿にポン酢等を入れ、これを付けていただきます。

◇もつ鍋・・・出し汁を張った鍋の中に、下処理した牛（または
豚）の白もつ（腸）を入れて味がつく程度に煮込み、後にキャベ
ツやニラ等を入れ、頃合いになったら食べましょう。

◇みぞれ鍋・・・大量の大根おろしを用い、火が通って半透明
になった姿がみぞれに似ていることからそのように呼ばれま
す。また他の種類の鍋、例えば寄せ鍋などの最後に大根おろし
を加えて食べるものをみぞれ鍋と呼ぶ場合もあります。大根
は消化を助ける酵素を含むため、飲み過ぎなどで胃腸が弱り
目のときにもおいしく食べることができますよ。

　次に、地方の鍋を紹介します。有名な物には石狩鍋（北海
道）、きりたんぽ鍋（秋田）、柳川鍋（東京）、はりはり鍋（大阪、
和歌山）などがありますね。では、みなさんは愛知県発祥の
鍋にはどんな鍋があるか知っていますか？それは、かしわ
鍋ともみじ鍋です。あまりメジャーではありませんが・・・

◇かしわ鍋・・・愛知でかしわといえば、鶏肉のこと。鶏の
うま味が溶け込んだ鶏だしで具を煮て、ポン酢しょうゆで
さっぱりといただきます。レバーを入れるところも特色で
す。

◇もみじ鍋・・・鹿肉を入れる鍋で愛知県などの郷土料理。花
札で鹿と紅葉(もみじ)が付き物であることからこの名で呼
ばれています。鹿肉とゴボウ、椎茸、ネギ、こんにゃくなどを
味噌で煮る鍋をさします。

 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　←かしわ鍋

　　　　　　もみじ鍋→

各地の鍋料理

　 私は眼鏡もコンタクトも未着用ですので、このテーマで語ることはあんまり無いのです。でも一応考えてみたところ、お
しゃれ眼鏡が結構はやっていることを思い出しました。いいですね。おしゃれ眼鏡。ファッショナブルですね。でも私は眼
鏡が似合わないのでかけられないです。悲しいですね。（ひらのん）

8
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土鍋の手入れと使い方

　普段は授業中以外かけないことが多いのですが、寝不足の日などに眼鏡をかけてカモフラージュしてます。(みっくす)
　眼鏡って…このまえ眼鏡が歪んだんですけど…。だから眼鏡は二つ持ってます。万が一のための予備ですね。（もも） 9
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キムチ鍋＆みぞれ鍋

・ 鍋が小さい場合は、何回かに分けて材料を入れるようにしましょう。
・ キムチや豆板醤を加減することでお好みの辛さにしましょう。
・ 材料の切り方を細かく載せましたが、鍋はみんなで楽しく食べることが目的なのであまり細かいことは気にせずに作り
　ましょう。（必ず一人は鍋奉行っているもんですけどね）

キムチ　　　　　　　　　　　400g
豚肉　　　　　　　　　　　　500g
白菜　　　　　　　　　　　　1/2玉
白ねぎ　　　　　　　　　　　2本
ニラ　　　　　　　　　　　　2把
もやし　　　　　　　　　　　1袋
にんじん　　　　　　　　　　中2本
大根中　　　　　　　　　　　1/2本
エリンギ　　　　　　　　　　5 ～ 6本
糸こんにゃく　　　　　　　　1袋
豆腐　　　　　　　　　　　　1丁
味噌　　　　　　　　　　　　大さじ３程度
豆板醤　　　　　　　　　　　大さじ１程度
ご飯　　　　　　　　　　　　2 ～ 3合
卵　　　　　　　　　　　　　3個

第二章　 料理魂

☆キムチ鍋（４人前）☆

①材料の下準備をする
　　にんじんは輪切りまたは半月切り、大根は半月切り、

白菜の葉はざく切りで茎は削ぎ切り、エリンギは薄切
り、ニラは５cm長、ねぎは開いてから５cm長、豆腐は
16等分、豚肉は適度な大きさに切り糸こんにゃくは
下茹でしてから2、3回刻む。

②つゆを用意する
　　鍋に少なめの水を入れて、根菜類を入れてから火に

かける。
　　煮立ったら弱火にして味噌、豆板醤を入れる（味はや

や濃い目に）。
③材料を入れる
　　火は中火程度。過度に沸騰させないように。
　　エリンギは早めに入れる。
　　その後残った材料（ご飯、卵以外）を入れていく。見栄

えがよくなるように入れるとさらにおいしさがＵＰ
するかも。

④煮込む
　　5 ～ 10分を目安に煮込む。材料に火が通ってやわら

かくなったら完成！！
⑤シメの雑炊
　　シメでキムチ雑炊を作りたい人は、残り汁を沸騰寸

前まで加熱し、ご飯を加えて弱火で2 ～ 3分炊く。
　　火を止めて卵を加え手早く混ぜてでき上がり！！半

熟卵がいやなら火は止めなくても良い。

☆作り方☆

今回の料理魂は、鍋パーティーのときに作ったキムチ鍋とみぞれ鍋を紹介します。

もう２月になりましたが、まだまだ寒い季節は続きますよね。

そんなときにはやっぱりみんなで卓を囲んで食べるあったか～い鍋が一番ですね。

☆作り方のポイント☆

　レンズが傷つくのがいやなので眼鏡ふき以外ではそうじしません。ときどき石けん水で洗うと視界はいつでもクリア。
余談ですが、ヨモギの葉は眼鏡の曇り止めによいそうな。（ひでっちょ）10
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①材料の下準備をする
　　大根は半分を半月切りにし、残りはおろす。にんじんは輪切りか半月切り。しいたけは4等分するか飾り切り。
　　白菜は葉をざく切り、茎を削ぎ切りにする。豆腐は16等分。白ねぎは開いてから5cm長に切る。えのきは水洗いしてか

ら適当にばらばらにする。葛きりは軽く下茹でしておく。
②つゆを準備する
　　水を鍋に入れ、昆布を入れて火にかける。沸騰したら昆布を取り出して、つゆの素を加える。（味付けは濃い目に）
③具を入れる
　　先に根菜類だけ入れて5 ～ 10分煮込む。
　　その後残りの材料（うどん以外）を入れる。このときに大根おろしも入れる
④煮込む
　　10分を目安に煮込んで出来上がり。
⑤シメのうどん
　　シメでうどんを食べたい人は、残り汁を沸騰しない程度に加熱し、うどんを加えて煮込んであっさりと食べましょう。

大根 　　中1本～ 1本半

にんじん 　　中2本

白菜 　　1/2玉

しいたけ 　　10個程度

えのき 　　1株

豆腐 　　1丁

豚肉（こま切れ） 　　400g

白ねぎ 　　1本

葛きり 　　1袋

昆布（乾燥） 　　10cm

つゆの素 　　適量

うどん 　　3玉（シメ用）

☆作り方☆

　鍋特集はいかがでしたか？これを機会に友達と鍋会でもやってみようかなと思っていただければ編集者
　は幸いです。思い切って気になるあのコを誘ってみるのも良いかもしれませんね＾＾

こたつを囲んで鍋をつつけば、雰囲気も和んで至福のひとときが訪れること間違いなしです。
というわけで、今年もよろしくお願いします～。

文責：食生活班

☆みぞれ鍋☆

・ゆずこしょうなどにつけて食べてもなかなかおいしいです。
・キムチ鍋と同様に細かいことは気にせずに作ったほうがおいしく食べられると思います。

☆作り方のポイント☆

あとがき

　ソースは忘れましたが文系人間と理系人間のめがねはそれぞれ特徴があるそうな。それはともかく私のめがねは掛けて
るのを忘れる軽さです。風が吹いたら飛んでいきます。（まや） 11
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　ユニセフ班は誰にでもできる、今読んでいるあなたにもできる国際貢献を考え、実際に貢献を果たして
きました。昨年12月のウィンターフェアでの活動としては、国際貢献の1つの方法のフェアトレード商品
を多くの人に知ってもらうため、その試食を北部購買前で行い、IBカフェとカフェフロンテで販売もしま
した。また、フェアトレードの仕組み、生産国の現状などの資料を展示しました。背景の写真は試食を行っ
ているところです。

Winter fair ～フェアトレード商品～Winter fair ～フェアトレード商品～

フェアトレード商品は・ ・ ・フェアトレード商品は・ ・ ・

　環境保全に関して、国際規約を守っています。過酷な児童労働は、させません。地　環境保全に関して、国際規約を守っています。過酷な児童労働は、させません。地
域の伝統を生かした、その土地ならではの商品です。域の伝統を生かした、その土地ならではの商品です。

フェア・トレードとは・ ・ ・フェア・トレードとは・ ・ ・

　生産者など、立場の弱い人々が公正な賃金を支払われ、安定した仕事をして、自立　生産者など、立場の弱い人々が公正な賃金を支払われ、安定した仕事をして、自立
することを目標として取り組む、対等なパートナーシップの正当な貿易です。『定番することを目標として取り組む、対等なパートナーシップの正当な貿易です。『定番
の商品』を作る手助けをし、途上国の人の自立を支援します。の商品』を作る手助けをし、途上国の人の自立を支援します。

少しだけ値段が高い理由少しだけ値段が高い理由

　最低価格である、フェアトレード価格を保障しています。このため、いたずらに製　最低価格である、フェアトレード価格を保障しています。このため、いたずらに製
品が安価になったり、生産者への利益が少なくなりすぎることはありません。しか品が安価になったり、生産者への利益が少なくなりすぎることはありません。しか
し、生産者団体は雇用を生み出し、十分な賃金を雇用者に支払うため、輸出値段が高し、生産者団体は雇用を生み出し、十分な賃金を雇用者に支払うため、輸出値段が高
くならざるを得ないのです。くならざるを得ないのです。

　そしてフェアトレード商品の常設販売を理想に、12月4 ～ 8日　そしてフェアトレード商品の常設販売を理想に、12月4 ～ 8日
にIBカフェでフェアトレード商品のセットメニューとチョコ、ビスにIBカフェでフェアトレード商品のセットメニューとチョコ、ビス
ケットを、4 ～ 15日にカフェフロンテでチョコ、ビスケットを販売ケットを、4 ～ 15日にカフェフロンテでチョコ、ビスケットを販売
しました。今回販売した商品は右の通りです。しました。今回販売した商品は右の通りです。

　メガネ好きな人の話を聞くと「メガネに目がねぇんだね」と言うことです。（だつ）
　特に特徴がない事。（シバ）
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　展示資料や上記資料は、僕たちが定期的に行っているさまざまな「国際貢献」を「学習」する、学習会の過去の発表　展示資料や上記資料は、僕たちが定期的に行っているさまざまな「国際貢献」を「学習」する、学習会の過去の発表
資料を基にしています。今後も僕たちは国際貢献を考え、今回のように、自分たちだけでなくより多くの人に知っ資料を基にしています。今後も僕たちは国際貢献を考え、今回のように、自分たちだけでなくより多くの人に知っ
てもらいたいと思っています。試食は予想以上に多くの人が興味を持っていただき、12月6日の昼休みに全て食べてもらいたいと思っています。試食は予想以上に多くの人が興味を持っていただき、12月6日の昼休みに全て食べ
ていただくことができました。しかし、食べていただいた方々にフェアトレード商品について理解を深めて頂けなていただくことができました。しかし、食べていただいた方々にフェアトレード商品について理解を深めて頂けな
かった方もいたことに僕たちの力不足を感じました。かった方もいたことに僕たちの力不足を感じました。
　未熟な点は多々ありましたが、皆さんに国際貢献、例えばフェアトレードや商品を作る人のことを知ってもらう　未熟な点は多々ありましたが、皆さんに国際貢献、例えばフェアトレードや商品を作る人のことを知ってもらう
ためこれからも頑張っていきます。　　　ためこれからも頑張っていきます。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責　ユニセフ班

資料～原産国の現状～資料～原産国の現状～

フェアトレードの流れフェアトレードの流れ

＜フェアトレードでない場合＞＜フェアトレードでない場合＞

・農作物の不安定な価格変動や、仲介業者による利益の搾取、途上国の小さな農家や貧しい農園労働者が得られる・農作物の不安定な価格変動や、仲介業者による利益の搾取、途上国の小さな農家や貧しい農園労働者が得られる
お金は十分ではありません。時には生産コストをまかなえないほどです。お金は十分ではありません。時には生産コストをまかなえないほどです。
・労働環境も悪く、家計のために過酷な児童労働を強いられることもあります。・労働環境も悪く、家計のために過酷な児童労働を強いられることもあります。

生産者生産者 販売業者販売業者

生産物・労働力生産物・労働力

安い賃金・少しの利益安い賃金・少しの利益

消費者消費者

代金代金

低価格の商品低価格の商品

生産者生産者 販売業者販売業者 消費者消費者

FLOや　FT団体FLOや　FT団体

FT価格の保障やビジネスFT価格の保障やビジネス
アドバイスアドバイス

正当な賃金・労働環境正当な賃金・労働環境

生産物・労働力生産物・労働力

FT認証・監査FT認証・監査 基準の尊守基準の尊守

商品商品

代金・商品の理解代金・商品の理解

FTに関する情報FTに関する情報

 従来の生産者、販売業者、消費者の関係に、FLO（Fair　Trade Organization）が介在することにより、今まで不利 従来の生産者、販売業者、消費者の関係に、FLO（Fair　Trade Organization）が介在することにより、今まで不利
益をこうむりがちであった生産者たちが自立する力を得、また消費者にとっては公正で環境に配慮された健康的益をこうむりがちであった生産者たちが自立する力を得、また消費者にとっては公正で環境に配慮された健康的
な商品を手にすることができるといった効果が生み出されました。な商品を手にすることができるといった効果が生み出されました。

＜現在のフェアトレード＞＜現在のフェアトレード＞

　ホントは眼鏡なんかかけたくない訳なんですが、文明の利器の使用頻度があがるにつれ、右肩下がりに視力は下がり、つ
いに3年前眼鏡っ子となった次第です。眼鏡はいらないから視力が欲しい…。（のん）
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共済基礎
隔月特別講義

第10講

◆共済Q＆A◆　～今回は共済基礎の謎にお答えする特別編です～

(梅床)こんにちは皆さん。今日は斉京先生が出張でお休みなので、先生のメモに従って講義をしたい
と思います。僕もさっき先生が出かける直前に急に渡されたんですけど、え～っと…
「まかせた！！」
………まかされました。先生は何も考えていなかったようです(苦笑)。では、今までの講義の復習で
もして簡単に終わりましょうか。

梅床責任助手(26歳)
ばいしょうせきひで

☆★斉京先生はどこへ？★☆

 第10講にして、斉京先生が不在という事態発生!!先生はどこへ?そして残された梅床はどうするのか?

◆共済最新情報◆　～共済に関する情報をお伝えします～

学生賠償責任保険に新たなサービスが追加されます。今回はその詳細をお伝えします。

①健康･介護相談サービス…専門スタッフが病気に関する相談や病院に関する情報の提供などをするサービスです。
(24時間365日対応)

斉京先生と梅床助手の年齢設定に意味

はあるんですか？

連載開始当初、先生は35歳ということになっていましたが、実は学生総合共済は35歳
以上は掛金が高くなるようになっているのです。それをこっそりと反映させた設定
だったのですが、先生は学生じゃないし関係ないですよね(苦笑)。僕の年齢は先生の
年齢から10歳引いただけです(さらに苦笑)。

斉京先生はタヌローが変身した姿だっ

たはずでは？

…だったらしいですが、タヌローと競演しているところを見るとそんな設定を無視
してますね。今度先生に事実を訊いておきます。

前回登場した谷崎先生と斉京先生はど

ういう関係なんですか？

大学時代からの知り合いらしいですが、詳しいことは知りません。あ、間違っても男
女関係の仲ではないと思います。ちなみに前回の特別講義が好評だったせいか、斉京
先生が微妙に嫉妬してました(笑)。

③日常生活トラブル相談サービス…日常生活のトラブルに際し、適切な相談窓口や専門業者を紹介するサービスで
す(実費は本人負担)。

②法律･税務相談サービス…弁護士･税理士が法律･税務に関する相談に電話でお答えするサービスです。
(年末年始･祝日を除く毎週水曜日10:00 ～ 17:00)

※今まで学生賠償責任保険に加入していた方が下記サービスを利用するためには変更手続きが必要になります。
 詳しくは組合員コーナーでご相談ください。

　度が進むにつれて何度も眼鏡を買い換え、今ではコンタクト。。眼鏡の色は、シルバー・ゴールド・青に変遷してますが、自
分は眼鏡が似合わないない（汗）レンズは軽いのにこだわってます。（シュウセイ）
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◆講義本論◆ ～今までの復習～

第1講～学生総合共済の理念を知る～

(2005年7月号掲載)

 もう1年半も前のことですね。学生総合共済の理念は「全
国の大学生がお金と気持ちを出し合って、肉体的・精神的に
苦しんでいる学生をサポートすること」だという、学生総合
共済の精神を最初にきっちり確認しました。みなさん憶え
ていますか?「そんな内容読んだ憶えがない!!」という人は
学生委員会ホームページでバックナンバーを見てみてくだ
さいね。

文責:梅床責任(Created by だつ)

(梅床)Me~diaのバックナンバーは学生委員会ウェブサイトで閲覧できるので、これを機に共済基礎の変遷を見てもらえると嬉し
いなぁと思います。次回はちゃんと先生におもしろい講義をしてくれるようにお願いしておきます。…ん?メモの裏に何か書い
てある…「次回は休講！僕が今から乗る電車は急行！！」
……だそうです。次にお会いするのはMe ～ dia6になりそうですね。それではみなさん、まだまだ寒いので健康に気をつけてお過
ごしください。

第9講～イッキ飲み防止～

(2006年12月号掲載)

 年末年始は飲む機会が多くなるということで、特別講師
を招きアルコールについて講義してもらいました。これも
予防提案活動の一つなんですね。

第7･8講～予防提案活動…健康パオについて～

(2006年7月号･10月号掲載)

 6講からは「実践的な共済」と銘打って、共済が実際の学
生生活の中でどのように形となって現れているかを紹介
するようになりました。その最初のテーマは、予防提案活
動の一つ「健康パオ」でした。多くの人が健康パオに興味を
持ってくれたようで嬉しい反面、斉京先生や学生委員のみ
なさんが忙しく、健康パオがなかなか開催できないことが
残念です。

第6講～火災共済･学生賠償責任保険について～

(2006年6月号掲載)

 火災共済と学生賠償責任保険について解説しました。火
災共済は盗難に対しての保障も含まれていること、学生賠
償責任保険は広範囲をカバーするけど例外もあること、こ
の2点が重要でした。

第5講～学生総合共済の掛金について～

(2006年4月号掲載)

 共済の掛金について解説しましたね。加入時に4年分(医
学科なら6年分)を一括して掛金を払う新入生のみなさん
に向けて、1 ヶ月あたりの掛金はいくらになるかという話
をしました。掛金が安いということを改めて知った在学生
の人もいたことと思います。自分が加入しているものです
から、掛金のことも保護者任せにしないでおきたいもので
す。

第4講～補講～

(2006年2月号掲載)

 今まで回答していなかったアンケートの質問にまとめて
回答しました。ついでに小テストもやりましたね。先生が
少し疲れていたようで、補講扱いにしたみたいです。しか
も小テストの解答を一つ間違えて、次号で訂正したという
こともありましたね。

第3講～どういう時に給付を受けられるのか知る～

(2005年12月号掲載)

 斉京先生が謎の失恋を乗り越えて講義をしていた時で
すね。給付を受けられる対象がどういう状態であるかを紹
介しました。ケガや病気なら何でもよいというわけではな
く、入院したとか手術したとかいった本当に困った人に給
付が行われるといったことが理念と繋がる重要なポイン
トですね。

第2講～共済給付までの道のりを知る～

(2005年10月号掲載)

 この回から僕がTAとして登場しましたね。共済金の給
付を受けるためには「組合員コーナーで申請する必要があ
る」ことをお伝えしました。みなさん、とにかく気になるこ
とがあったら組合員コーナーに行って相談してください
ね。その気軽さも共済の魅力の一つです。

　コダワリなのかわかんないんですけど、毎月1回はメガネの整備しにメガネ屋に行くことですね。もはや体の一部ですの
で定期的なメンテナンスはかかせないのです。（ひっしぃ）
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学 読 本 舗
vol.12

最近はこんな活動してます！（12月～ 1月）
最近の学読班は…

書籍からのお知らせ

　あっという間にもう2月です。2月といえば、1 ～ 3年生の皆さんは後期試験を、４年生の皆さんは卒
業を控えている時期ですね。試験が終われば、長い春休みになります。時間があるので、まとまった時間が
とれると思います。せっかくなので、普段は読まないような本を読んでみるのもよいですね。

　最近の学読班は、班内で活発に本の回し読みをしています。この２ヶ月
で、多種多様な本を班内で回し読みしました。また学読班の班員も随時、募
集しています。興味のある方は是非、金曜日の昼休みに全学36番教室に来
てください。お待ちしています。

　今年で2回目となる「名古屋大学・読書マラソンコメント大賞」の表彰式を12月11日(月)、フレンドリィ南部で行いまし
た。6月26日～ 10月10日の応募期間中に、昨年を大きく上回る373通の応募がありました(昨年は231通)。 たくさんのご
応募、ありがとうございました。なお、読書マラソンコメント大賞の結果は、以下の通りです。

◆第2回読書マラソンコメント大賞、結果発表！

名古屋大学附属図書館長賞(最優秀賞)…1名

法学部 ペンネーム・花音さん /『ノルウェイの森』(村

上春樹、講談社文庫)

名古屋大学平和憲章特別賞(文系専門書賞)…1名

教育学部 ペンネーム・ねむりひめさん /『大学生がカウンセリングを求めるとき』(小

林哲郎ほか、ミネルヴァ書房)

遺伝子解読40周年記念賞(理系専門書賞)…1名

理学研究科 ペンネーム・プリンだいちゅけさん /『進化とゲーム理論』(ジョン・M・ス

ミス、産業図書）

名古屋大学消費生活協同組合賞(特別賞)…1名

教育発達科学研究科 ペンネーム・ぐるぐるさん /『へんないきもの』(早川いくを、バ

ジリコ)

岩波書店賞(岩波書店の本優秀賞)…2名

文学部 ペンネーム・みなもさん /『星の王子さま』(サン・テグジュペリ、岩波書店)

文学部 ペンネーム・37363146さん /『笑う大英帝国』(富山太佳夫、岩波新書)

集英社賞(集英社の本優秀賞)…2名

法学研究科 ペンネーム・小夏さん /『エミリー』(獄本野ばら、集英社文庫)

理学研究科 ペンネーム・あきらさん /『ベターハーフ』(唯川恵、集英社文庫)

新潮社賞(新潮社の本優秀賞)…2名

経済学部 ペンネーム・springさん /『4TEEN』(石田衣良、新潮文庫)

農学部 ペンネーム・ちかさん /『博士の愛した数式』(小川洋子、新潮文庫)

 

ナイスランナー賞(優秀賞)…10名

理学部 ペンネーム・鰯さん /『怪奇小説集』(遠藤周作、講談社文庫)

理学研究科 ペンネーム・折目正さん /『名古屋嬢ライフ』(世木みやび、光文社知恵の

森文庫)

文学研究科 ペンネーム・桜井青さん /『スキップ』(北村薫、新潮文庫)

工学部 ペンネーム・きすけさん /『スイートリトルライズ』(江國香織、幻冬舎文庫)

農学部 ペンネーム・ゆぢうにさん /『東京タワー』(リリー・フランキー、扶桑社)

農学部 ペンネーム・月天心さん /『理解という名の愛がほしい』(山田ズーニー、河出

書房新社)

農学部 ペンネーム・サトイモさん /『片想い』(東野圭吾、文春文庫)

理学研究科 ペンネーム・キラリティーさん /『生物学個人授業』(岡田節人、新潮文庫)

理学部 ペンネーム・ブラウン運動さん /『NHKにようこそ!』(滝本竜彦、角川文庫)

理学研究科 ペンネーム・PWOOさん /『東京ファイティングキッズ』(内田樹・平川克美、

柏書房)

　メガネのこだわりですが、みやすさが第一です。その次がかけたときの見た目です。まあ、こだわりはそんなところで
しょうか。（りじゅ）
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回し読み中毒
学読的

文責：学生に読書を薦める班

　現在、学読班では班内で本の回し読みを実施しています。ここでは、12月から1月までに学読班の中で回し
読みをした本の感想の一部を掲載します。どの本も読みごたえのある面白い本だと思うので、読んでみたいと
思った人は是非、春休みに読んでみてください。

　4月からは、しばらくの間休止していた学読的活字中毒も復活する予定ですし、新たに1年生も
メンバーに加わります。来年度の学読班もよろしくお願いします。また、学読班への意見、要望も
アンケートでいつでもお待ちしています。それでは！

　あまり入試問題関係ないですね…
短編集みたいな感じで、感動あり、笑
いあり、訳が分からないものもあり、
読んでいて退屈しませんでした。私
のオススメは最後の「人間の風景」で
すね。年寄り4人がリレー形式で一つ
の小説を書く、と言うものですが、そ
の内容ときたら…とにかく、最後ま
で笑いっぱなしでした。あとは、「時
代食堂の特別料理」もよかったです
ね。客の思い出の料理を出すことで、
食べることの楽しみを思い出しても
らう、と言う内容です。食べ物が満ち
溢れている社会で生きている私たち
にとって、食べるとは何なのかを改
めて考えさせられます。

　会話における「聞き手」の重要性を、
具体的な会話を例に挙げて語ってい
ます。この本全体から受けた印象は、
相手の気持ちになって考えることが
いかに大事か、というものでした。相
手が話していて気持ちよいと思える
受け答えをする、それだけでも会話が
楽しいものになるのだと気付かされ
ました。ただ、疑り深い私には、本当
に、この本に書かれているように実際
の会話がうまくいくとはなかなか信
じられませぬ。まぁ、参考にする程度
で過大な期待はしないほうがよいと
思います。

　軽快な口調で、世間一般で信じら
れている問題（主に環境問題）につい
て反論しています。その反論も論理
性でなおかつ分かりやすいので、大
変読みやすかったです（最近は漢字
ばかりで読みにくいものばかり読ん
でいたので、ちょっとした息抜きに
なりました）。報道からは知ることの
出来ない環境問題の裏側みたいなも
のを知ることができ、少し賢くなっ
た気分です（笑）。

　論語や孫子など、中国古典の中から
私たちの人生に役立つ教えを解説し
たものです。漢文の授業で習ったもの
もいくつかあり、懐かしい気分に浸れ
ます。また、出典についても解説がさ
れていますので、ちょっとした知識を
身につけたい人にもオススメです。

□中国古典「一日一話」

著者：守屋洋

出版社：三笠書房 

ASIN：4837908624

□環境問題のウソ

著者：池田清彦

出版社: 筑摩書房 

ASIN: 4480687300 

□「聞く技術」が人を動かす

著者：伊東明

出版社：光文社 

ASIN：4334006981

□国語入試問題必勝法

著者：清水義範

出版社：講談社 

ASIN：4061847740

　一つ一つの文章を読んで、中国古典
の素晴らしさを改めて実感しました。
千年以上の間、語り継がれてきた言葉
だけあります。言葉を音読してみる
と、心に響きますよ。

　僕のメガネは、レンズの上側は赤、下側はメタルのフレームです。レンズが分厚いのでフレームも太いのにしてます。そ
の日の気分でメガネにするかコンタクトにするか決めます。決して寝坊してコンタクトを入れる暇もないとか、そんなの
ではありません！！（ハムハム）
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Peace Now!21
＃9　アンケート総集編　（＃４～８）

　お久しぶりです。ハムハムです。今回は、前回アンケート総集編をした＃４から前回までの「Peace Now! 21」を、み
なさんからいただいたアンケートを基に振り返ります。ここでもう一度、平和の問題に対する考えを深めてもらえれ
ばと思います。

＃４　振り返る～＃１～３の復習～＃４　振り返る～＃１～３の復習～＠Me～ dia ４＠Me ～ dia ４

こんな感想がありました。

　＃４は、＃１の名古屋大学平和憲章特集から、＃２，３の沖縄シリーズの総集編で、今回のようにたくさんのアン
ケートにあった声を掲載しました。＃１～３は、学生委員会Webページ（http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/）からご覧い
ただけます。

・アンケートの結果を見て、人それぞれ、いろんな意見があるん

だなぁと思いました。自分の意見をしっかりもちつつ、周りの

人々の意見に耳を傾けることが大切ですね。（F.P.M）

→そのことに気づいてもらえてよかったです。
・平和が一番!!ですね。（りむる）

→はい！それを世界中の人が実感できるようになればと思い
ます。

・以前沖縄にはダイビングで行きましたが、今度は平和につい

て考える旅に行ってみようかなと思いました。平和憲章のシン

ボルマークの由来が知りたい。（すのっち）

→平和憲章のシンボルマークの由来はわからないです。聞いて
おきます。。。
・名古屋大学平和憲章なんて知らなかった。(H.K.)

→次は平和憲章エッセイに応募してください！

＃５　折り鶴が届ける平和への願い【前編】＃５　折り鶴が届ける平和への願い【前編】＠Me～ dia ６＠Me ～ dia ６

　＃５，６は、広島を特集しました。この２回は、Peace Now! Hiroshimaに参加したのんが記事を担当しました。＃５
では折り鶴を特集し、折り鶴の由来やその運動の広がりを紹介しました。

・平和についてがっつり考えてみようか

と思う。「Peace」って楽しそうだわ、語

感が。（燎）

→軽いノリで興味を持てるといいです
ね。
・千羽鶴の由来が興味深かったです。千

羽という数に意味はないんですね！

（Marry）

→「千歳（ちとせ）」というように、永遠の
象徴なのではないでしょうか。
・仮装行列で千羽鶴を折ってたんで興味

深かったです。（二世）

→そんなクラスがあったとは知りませ
んでした。

・修学旅行で広島の原爆ドームを見て、・修学旅行で広島の原爆ドームを見て、

神妙な気持ちになったことを思い出し神妙な気持ちになったことを思い出し

ます。これからも語り伝えていくべきでます。これからも語り伝えていくべきで

はないでしょうか。（かときち）はないでしょうか。（かときち）

→戦争を体験した方々が減っていく中→戦争を体験した方々が減っていく中
で、若い世代が戦争について学ぶことはで、若い世代が戦争について学ぶことは
大切だと思います。大切だと思います。
・広島へ高校の時に修学旅行に行ったと・広島へ高校の時に修学旅行に行ったと

きに鶴をおった。（H.K）きに鶴をおった。（H.K）

→中学や高校でせっせと鶴を折った記→中学や高校でせっせと鶴を折った記
憶がある人、けっこう多いのではないで憶がある人、けっこう多いのではないで
しょうか。しょうか。

・広島の平和記念館で佐々木禎子さんの

物語をアニメ化した作品「つるに乗っ

て」のビデオを見たことがあるので、興

味深く読みました。（ダニー・チュン）

→それは知りませんでした。たくさん映

画や本が出ているようですね。
・まずは鶴を折れるようになりたいで

す。（K.K）

→オーストラリアへホームステイに

行ったとき、折り鶴がホストファミリー

にすごく喜ばれました。

こんな感想がありました。

　次のお題は、「みんなの好きな食堂メニュー」です！
　何千人もの名大生たちの胃袋を満たし、お昼時にひとときのやすらぎを与えてくれる食堂。学生委員はどんなものをよ
く食べるのでしょうか？（編集部）
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　「名古屋大学平和憲章」は、1987年２月５
日、名古屋大学の全構成員（学生・院生・教職
員・生協）の過半数の批准署名を得て制定さ
れました。
　戦後、日本の大学は「真理と平和を希求す
る人間の育成」を教育の基本とし、戦争遂行
に加担するというあやまちを二度とくりか
えさない決意をかため（日本国憲法前文及
び教育基本法）人類の平和と福祉に貢献す
る教育と研究を行ってきました。そして、名
古屋大学はこの平和憲章によって「より明
確に平和に貢献する学問を創設しよう」と
呼びかけ、今後の姿勢を明確化しました。

名古屋大学平和憲章

＃６　折り鶴が届ける平和への願い【後編】＃６　折り鶴が届ける平和への願い【後編】＠Me～ dia ７＠Me ～ dia ７

＃７　平和憲章エッセイ2006　結果発表！＃７　平和憲章エッセイ2006　結果発表！＠Me～ dia10＠Me ～ dia10

＃８　化石山に行こう！＃８　化石山に行こう！＠Me～ dia12＠Me ～ dia12

・折り鶴の折り紙が生協に置いてあった・折り鶴の折り紙が生協に置いてあった

のに気づきませんでした。折りたかったのに気づきませんでした。折りたかった

なぁ ...（あひる）なぁ ...（あひる）

→今年はぜひ！→今年はぜひ！
・人が少しでも争うかぎり減らない兵・人が少しでも争うかぎり減らない兵

器。そんな中でも減らしたいし、なくし器。そんな中でも減らしたいし、なくし

たいですね。（リック）たいですね。（リック）

→本当に難しい問題です。→本当に難しい問題です。
・夏の高校野球で終戦記念日の日に黙祷・夏の高校野球で終戦記念日の日に黙祷

するシーンが印象的です。（玄米フレーするシーンが印象的です。（玄米フレー

ク）ク）

→私もテレビの前で黙祷します。→私もテレビの前で黙祷します。

　＃６でもPeace Now! Hiroshimaで見てきたことをもとに、読者のみなさんに、平和に対してできることを考えても
らえるようにしました。

・アオギリはとても・アオギリはとても

生命力が強くすご生命力が強くすご

いなあと思いましいなあと思いまし

た。（PUZPUZ）た。（PUZPUZ）

→最近キャンパス→最近キャンパス
内にアオギリを植内にアオギリを植
える運動があるこえる運動があるこ
とを知りました。とを知りました。

こんな感想がありました。

・原爆の子の像は中学や高校で習いまし・原爆の子の像は中学や高校で習いまし

た。あんな悲しいことは２度と起きてはた。あんな悲しいことは２度と起きては

ならないと思う。（かときち）ならないと思う。（かときち）

→毎年戦争に関する話が国語の教科書→毎年戦争に関する話が国語の教科書
に載っていましたね。に載っていましたね。
・平和の象徴だけでなく、靖国のような・平和の象徴だけでなく、靖国のような

場所も調べてみると面白いかも。（K@場所も調べてみると面白いかも。（K@

Z）Z）

→一度行ってみたいですね。 ・北朝鮮がコワイ。これからも平和がい・北朝鮮がコワイ。これからも平和がい

いなあ。（SML）いなあ。（SML）

→すぐ近くの国だから仲良くしたいで→すぐ近くの国だから仲良くしたいで
すね。すね。

・みんな平和についてしっかりとした意・みんな平和についてしっかりとした意

見持ってるんですね。見習わなきゃな。見持ってるんですね。見習わなきゃな。

（あひる）（あひる）

→まずは、しっかりとしていなくても、→まずは、しっかりとしていなくても、
表現してみるとよいと思います。表現してみるとよいと思います。
・エッセイだから別に何言ってもいいけ・エッセイだから別に何言ってもいいけ

ど。（dera1st）ど。（dera1st）

→自分の感じたままを表現してください。→自分の感じたままを表現してください。
・僕は平和です。（T.O）・僕は平和です。（T.O）

→世界中の人がそう思えるといいですね。→世界中の人がそう思えるといいですね。

・憲法改正反対!!（LLC）・憲法改正反対!!（LLC）

→ぜひ理由を教えてください。→ぜひ理由を教えてください。
・めんどくさくなった。（K.M）・めんどくさくなった。（K.M）

→残念です。→残念です。
・新聞、読もうと思いました。（燎）・新聞、読もうと思いました。（燎）

→大事ですよね。→大事ですよね。
・エッセイ読んでみたいと思います。（あ・エッセイ読んでみたいと思います。（あ

けち）けち）

→本当はもっと載せられるとよいので→本当はもっと載せられるとよいので
すが…。すが…。

　＃８は、岐阜県瑞浪市にある「化石山」というところを特集しました。この回は、じぇにぃが記事を担当しました。名
古屋から車で１時間ほどで行ける場所ですが、深く平和について考えられる場所でした。みなさんの地元にもそのよ
うな場所があれば、ぜひアンケートなどで教えてください。

　2006年度平和憲章エッセイの結果を掲載しました。2007年も平和憲章エッ
セイの募集があると思いますので、ぜひその時は応募してみてください。

こんな感想がありました。

こんな感想がありました。

・平和を論じるには、知識が足りなすぎ・平和を論じるには、知識が足りなすぎ

る自分。もちっと勉強せなな。（隼）る自分。もちっと勉強せなな。（隼）

→このページで何かきっかけを掴んで→このページで何かきっかけを掴んで
もらえればなと思います。もらえればなと思います。
・けっこう身近なところにもたくさん戦・けっこう身近なところにもたくさん戦

前の跡が残ってるんですね。（ペペロン前の跡が残ってるんですね。（ペペロン

チーノ）チーノ）

→どこか見つけたら教えてください。→どこか見つけたら教えてください。

・彼らを虐げた日本人が悪いのだろう・彼らを虐げた日本人が悪いのだろう

か。彼らが抵抗できなかったから仕方なか。彼らが抵抗できなかったから仕方な

いのだろうか。時代のせいだろうか。全いのだろうか。時代のせいだろうか。全

ての責任は、人間の弱さにあると、私はての責任は、人間の弱さにあると、私は

思う。（Ｈ．Ｍ）思う。（Ｈ．Ｍ）

→誰が悪いかを論じるよりも、なぜそう→誰が悪いかを論じるよりも、なぜそう
なってしまったかを考える方が重要だなってしまったかを考える方が重要だ
と思います。と思います。

・中学の時、地学部だったので瑞浪の川原・中学の時、地学部だったので瑞浪の川原

で化石を採ったことあります。（ＬＬＰ）で化石を採ったことあります。（ＬＬＰ）

→私たちが行ったときもたくさん落ち→私たちが行ったときもたくさん落ち
ていました。ていました。

文責：ハムハム

　北部食堂にときたまメニューにある○○鉄板が好きです。12月中には南部食堂で鉄板フェアがあって豚キムチ鉄板を
食べました♪（シュウセイ）

　よく考えたところ、肉じゃがが好きだったことを思い出しました。最近は北部にしか行か
なぁ…。（みっくす）
私は北部食堂のライス“ジャンボサイズ”導入を待ち望む一員です。きっと数多くの同志がいるこ
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学生委員会だより学生委員会だより2
　12,1月の活動報告

　12/1(金),2(土)の工学部推薦入試に合わせて、学生委員会では名大生と話し
たり教科書の展示を見たり出来るブースを作りました。
　寄っていってくれた受験生は、学生委員とこれからの勉強について話した
り、展示を見て名大に入った後を想像したりと、思い思いに楽しんでくれた
みたいです！

就活サプリ塾名古屋校、開校

総代meeting#6&#7開催

全国各地の学生委員と交流

学生委員会(通称SC)のロゴマークです☆学生委員会(通称SC)のロゴマークです☆

Student Committee

CS

工学部推薦入試企画

　12/9(土)に、工学部4号館を会場にして“「働く」ことを考える”をテーマにし
た就職活動セミナー「就活サプリ塾」が開催されました。学生委員会主催の
企画ではありませんが、学生委員もスタッフとして参加してきました！
　当日はあいにくの雨でしたが、名大生を中心に多くの就活生に参加しても
らい、企業を招いての分散会や、懇親会ではとても盛り上がりました！！
　会社に出会うだけではない新しい就職活動セミナーとして、今後も継続・
発展していくことでしょう。

　12/8(金)に総代meeting#6を、1/12(金)に総代meeting#7を開催しました！
　1月で7回目を数え、総代による活動としてすっかり定着してきました。
　今年度のmeetingも残すところあと1回となりましたが、現在参加してく
れている総代には来年度も参加してもらう予定です。
　これからも総代の活躍に注目です！！

　12/16(土),17(日)に、全国総会というものに出席してきました。
　全国各地の大学から学生委員が集まって今後一年間の活動方針を決めた
り、他大学の学生委員会の活動を見てきたりしました！
　このような全国規模のネットワークを活かして、これからもより良い活動
を考えていきたいです。

　ほうれん草のおひたし。時により味が異なるのですけど。（もも）
　サーモンフライなどの魚の揚げ物系ですね。昼ごはんはたいてい魚喰ってます。結構安上がりなのです。（ひっしぃ）
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　今後の活動予定

よくわかる名大
　2007年度の新入生全員に配る冊子『よくわかる名大』を作りました。
　コンテンツは、大学の授業形式から、サークル・部活について、自宅生・下宿
生の暮らし方などなどもりだくさん！！
　名大生の先輩として様々な情報を伝えられるものになりました。

地図DAGAYA
　学生委員会では、2007年度の新入生全員に配るものとして名大周辺の地
図も作りました。
　どこにどんなお店があるのかや坂道の情報など、便利な機能をたくさんつ
けてあります。手のひらサイズのA5版にして、持ち歩きながら使ってもらお
うと思います。

新歓WEB、本格始動！
　新入生を総合的にサポートするウェブページを作りました。
　友達作り企画の案内や、新入生からの質問に答えるサポート掲示板などが
あります。
　興味があれば、一度「しんかんWEB2007」で検索してみてください。
URLはこちら→http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/nusc/sinkan2007/

渡る世間は友ばかり

つどえ！推薦生！！
　学生委員会を中心とする新入生歓迎スタッフでは、今年も友達作り企画を
プロデュースします！
　新入生が名大での友達を見つけてキャンパスライフを楽しくスタートで
きるような、楽しく充実した企画を作っていきます！！

To Get More Information...To Get More Information...
　学生委員会では、ここでは紹介し切れないくらいいろいろな活動をしています。
　詳しくは、学生委員会ホームページをのぞいてみてください。「名大」「SC」で検索すると出てきますよ。
　URLはこちら→http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/

←←←写真は昨年度の「I love Meidai」や「推薦生のつどい」のものです。

←←←写真は昨年度の冊子『Hello!! Meidai ☆』です。

写真は昨年度の『Meidai Atlas2006』です。→→→

文責　学生委員会副委員長　佐伯博仁

　きしめん好きです。食堂で初めてきしめん食べたときは感動しました。でもよく行くのは北部食堂。…お昼はしっかり食
べてしまうので、カフェテリア形式だとエンゲル係数がね…。（まや）
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Ｍe～ dia伝言板 準備号

　お待たせしました。Ｍe ～ dia6で最終回を迎えた「Ｍe ～ dia伝言板」がついに次号よりリニューアルして再開します。
そこで今回は次号に備えるための「準備号」として、Ｍe ～ dia伝言板について復習しようと思います。

Ｍe～ dia伝言板取扱説明書

Ｍe～dia伝言板とは？Ｍe～dia伝言板とは？
次号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

を通じていろんな人と交流するページです。つまりは、この記事の８割が読者か

らの投稿によって成り立っていると言っても過言ではないのです。

伝言板タイトルHistory伝言板タイトルHistory投稿の仕方投稿の仕方

④後は、次のMe ～ diaが配布されるのをひたすら待つのみ。

Ｍe～dia伝言板

coming  soon

☆ 投 稿 の 　  ー ジ ☆ペ
2002　Me-dia 2

2002　Me-dia 4

2004　Me-dia 4

2006　Me-dia 4

2007　Me-dia 4

2006　Me dia 4

2007　Me dia 4

2004　Me-dia 4

2002　Me dia 4

2002　Me dia 2

文が長いほど採用される確率が上がります。また、編集の都合上はや
めに出してもらった人の方が採用されやすいことも。アンケート〆
切ぎりぎりに出した場合、採用されないことが多いのでご注意を！

☆採用の秘訣☆

①伝言板の次号の投稿テーマを見てコメントを考える。

②Me ～ diaに挟み込んであるアンケート裏面の　

　「Me ～ dia伝言板へのメッセージをどうぞ。」の

　欄に投稿のテーマとコメントやイラストなどを

　書き込む。

③そして完成させたアンケートを各生協店舗（北部食堂など）に設置

　されている声カードBOXに投入！

おてがみで投稿する場合は南部食堂裏の学生委員会室まで持ってきて下さい。

②Me ～ diaに挟み込んであるアンケート裏面の

「Me ～ dia伝言板へのメッセージをどうぞ。」の

欄に投稿のテーマとコメントやイラストなどを

書き込む。

③そして完成させたアンケートを各生協店舗（北部食堂など）に設置

されている声カードBOXに投入！

〒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  
　　　　　組合員コーナー付  
　　　Me～dia2アンケート係　行  

のりしろ  

  

Me～dia へのご意見、ご感想、ご要望、 
その他イラストなど何でもどうぞ。　　　　　　　　　　

Me～dia伝言板へのメッセージをどうぞ。

Me～dia4への掲載＆図書券抽選の締切日は　3月 20日です。

Me～dia２をどこで手に取りましたか？
○　南部購買 
○　北部購買 
○　南部食堂 
○　北部食堂 

○　フレンドリィ南部 
○　Dining Forest
○　Books Fronte  

○　学生委員にもらった 
○　総代 or生協委員が配ってくれた 

○　その他［　　　　　　　　　　　　］ 

○　全学教育棟
○　大幸購買 
○　CAFE CRANE

ふりがな 
［学・院・教・職・他］ 

おところ： TEL 性別： 

「ゆうべのひとこえ」等に掲載するとき、ペンネームをご希望の
記入がない場合はイニシャルでの掲載とさせて頂きます。

○　女 

○　男 

学科 

ご協力ありがとうございました。 
このアンケートは締め切り日までに最寄りの声カードボックスに投函するか、学内便での送付をお願いします。 
80円切手を貼ってポストに投函していただいても結構です。 
抽選で10名の方に図書カード500円分を差し上げます。 

記入して頂いた住所・氏名などの個人情報は図書カード及び学生委員会からの案内の送付にのみ使用させて頂きます

○　総代ミーティングで配られた  

Me～diaの中で気に入った記事と理由を教えて下さい。 ここ

アンケート裏▼

　よく考えたところ、肉じゃがが好きだったことを思い出しました。最近は北部にしか行かないので長らく食べてないなぁ
…。（みっくす）
私は北部食堂のライス“ジャンボサイズ”導入を待ち望む一員です。きっと数多くの同志がいることでしょう。（ひでっちょ）
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４月は入学シーズン。
このMe～ diaにも新入
生がやって来ます。そ
こで今回はこんな3つ
のテーマにしてみまし
た。

文責：ひっしぃ &過去の伝言板担当の方々

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。

名大のここがオススメ その他、伝言板でやってほしい
投稿のテーマや、イラスト等も
募集中です。これらも、アンケー
トに書いて送って下さいね。

４
月
号
の
投
稿
テ
ー
マ

４
月
号
の
投
稿
テ
ー
マ

その他、伝言板でやってほしい
投稿のテーマや、イラスト等も
募集中です。これらも、アンケー
トに書いて送って下さいね。

いその他 伝言板でやってほしい

方言について 心に残った一言

まだ名大について何も知らない新入
生に、名大内のオススメスポットや他大
学にはない名大の良いところなどを教
えてあげましょう。

大学に来て初めて方言に気付いた
という方もいるのでは？これって方
言？こんな方言があるよ。など、方言
について語りましょう。

　高校の時に先生に言われたあの
一言、有名人が言っていたあの言葉
…。あなたの心に残った一言を教えて
下さい。

「Me～dia伝言板過去の投稿」「Me～dia伝言板過去の投稿」

過去の投稿から、独断と偏見で
　　　チョイスしてみました。

稿」

見で
ました。

過

　飲み会のお金は普通の日を利
用して貯めてます。具体的な方
法について語ります。これは友
達に教えてもらったんですが、
1日××××円しか使えないと

決める。財布にその金額しかいれない。家に
帰って余ったお金をそっくりそのまま貯金箱
に入れる。（ただし貯金箱は取り出し口がない
もの）これでけっこう貯まるんです。
 （ササニシキ）

お金を貯めるコツ

　これといった特技も
自慢できることもない
けれど、自炊しているの
で料理はちょっと上手

くなっているはずです…。私はいろ
んなものを冷凍保存しておくと便
利なものをちょっと書きます。

・玉ねぎのみじん切り―炒めて小分
けにしておくと、スープ、野菜炒め
etc. 色々使えます。
・ひき肉―安いときに買って、火を
通して小分けにします。
・ほうれん草―きれいに洗ってレン
ジでチンすればゆでるより楽でい
いです。これも小分けにしておくと
いいです。

　あと、しいたけも実は冷凍できま
す。ピーマンは寒がりなのでちょっ
と無理ですね。　　　　（MOMO）

→冷凍保存しておくと下準備が楽
でいいですね。しかも、まとめ買い
のデメリットである「腐る」という
ことを回避できます。火を通して
から保存したほうがより長く保存
できるのでしょうか？冷凍すると
ずっと腐らないと思いがちですが
早めに食べましょうね。　　（くみ）

おばあちゃんの知恵袋
2002年Me～dia12月号

2004年Me～dia12月号

　はりきってワープロうっている
ときに間抜けな変換ミスが出ると
本当に気持ちがくじけます。とい
うことでMe～dia伝言板で変換ミ
ス特集などくんでみてはいかがで
しょうか。

例
・アセチルサリチル酸→汗散るサリチル酸
・どうしたんだい？→同士短大？
　　　　　　　　　　　　　　（メガネ君）

紀州→奇襲

一晩失踪→一晩疾走

テツandトモ→鉄安堵とも

資格を取らないと→死角を撮らない都

蝶が飛ぶ→腸が飛ぶ

変換ミス 2003年Me～dia9,10月号

奇襲の梅酒…なんか恐いです

おつかれさまです。

とても癒し系（？）のようです。

TOEICも車の免許も死角です。

ひらひらと腸が舞う…。

その他 2002年Me～dia12月号

へのへのもへじの女の子バージョンっ
てへめへめくつしなの知ってます？　 
　　　　　　　　　　　　（Dream）

→20年以上生きていてはじめて知り
ました。「め」のまつげがとてもすてき
ですね。今度機会があったらどこかの
若者にこのことを教えてあげようか
と思います。　　　　　　（まぁしぃ）

　好きな食堂のメニューは麺類（ラーメン、そば、うどんなど）です。特に寒い時期に食べる温かい麺は最高です。（りじゅ）
　私が好きなのは南部のけんちん汁です。あれはうまい！１００円でまあ妥当な値段だし、栄養面もバッチグーです。里芋
おいしいですしね。（ひらのん）
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☆☆新入生に声を贈ろう☆新入生に声を贈ろう☆
「冬来たりなば春遠からじ」という言葉がありますよね。

そう、もうすぐ春です。

春にはたくさんの新入生が入ってきますね。

そこで新たな名大生へメッセージを贈ってみませんか？

先輩としてアドバイスや、歓迎・励ましの言葉etc...

みなさんからの一言をお待ちしています。

声を贈るには？

Me ～ dia2アンケートの「新入生に声を贈ろう」欄に書いて下さい。

みなさんからお寄せいただいた声はMe ～ dia4に掲載します。

直筆のコピーを想定していますが、

それが都合悪い方はその旨をアンケートに書いてお送り下さい。

皆さんの温かい声をお待ちしています。

「大学内を隅々まで探検して、自分だけのお気に入

りの場所を見つけてください。」

                                (PN : ダニーチュン　さん)

「４年間、あっという間です。迷っている事があった

ら、どんどんやろう！！」

                                             (PN : K@Z　さん)

昨年度の声

ん)

入生に

だいた

トの「新入

文責：名大生協学生委員会一同

　秘かにみそ汁が好きです。脇役だと思ってなめてはいけません。だしがいい味出してます。具はオーソドックスに大根が
好きです。（ハムハム）
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卒
修
業業
了
予定の皆様へ
　2006 年度 3 月（2007 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

　　　　　　　　　　　　　　　　→A. 生協の脱退手続が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　→C. 共済の脱退手続が必要です。

●進学・休学・留年などで、名大に留まる人は

　　　　　　　　　　　　　　　　→B. 生協の更新手続と

　　　　　　　　　　　　　　　　→C. 共済の継続手続が必要です。

2006年度卒業・修了予定のみなさん
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。
受付期間は2/13(火) ～ 3/20(火)です。

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。

2006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。合わせて継続の手続をしてくだ
さい。
　→「C.共済の継続手続」へ

●

●

●

●

●

●

● 2006年度卒業・修了予定のみなさん
へは、自宅（帰省先）へ扶養者宛に手続
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。

●

●

●

分からないことがあれば、名大生協の
ホームページ(http://www.nucoop.
jp/)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下さい。

A. 生協の脱退手続 B. 生協の更新手続 C. 共済の継続手続

　フレ南ユーザーなのですが、１月に導入されたスープバーがおすすめです！ちょっと小金持ちなときにぜひ★あと「た
こ焼き天」も一度はご賞味あれ～。（リト）
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文責：2007 年度全学新入生歓迎実行委員会

全新歓公示

*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

　入学手続き時等に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。

◆◇全新歓用語集◇◆

　

　以下の団体が 2007 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

◇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　

推薦地獄の細道

　2月16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（日）と3月12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（水）・15日（木）と3月26日（月）に行います。
前期・後期とも全学教育棟で行います。
　*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5日（木）の入学式の後に行います。場所は入学式
の行われる愛知県体育館です。

新旧交歓会

　4月上旬に行われます。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。

◇◆今後の行事予定◆◇

2007年度全学新入生歓迎実行委員会(全新歓)
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。

　○ * 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）

　私は長い列に並ぶのがイヤなのであまり食堂を利用しないのです。たまぁ～に利用したとしても値段重視で一番安いも
のしか食べたことがありません。よって「好きな食堂のメニュー」などというものは存在しないのです。（Master）
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　Me ～ dia2はいかがでしたか？
　冬休みもあってなかなかアンケートが届かない12月号でしたが、今回も３ページでお送りします♪

Co-op Information

防災－亡き妻が遺したもの

行く年来る年2006→2007

　在学中に東海地震が来ないことを祈る。
                                                             （T・O）
→試験前には地震が来てほしいと願ったりし
てしまう不届き者の筆者なのでした。
                                                  （ひでっちょ）

　間違い探しもあって楽しかったし、見やす
くためになるコーナーでした。
                                           （ペペロンチーノ）
→そのうち防災クイズ・防災ノベルゲームな
どにも挑戦するかもしれません。
                                                  （ひでっちょ）

　日替わり特価品のi-pod応募したのですが
はずれましたー（泣）欲しかった… （あひる）
　歳末抽選会、16回ひいたのになごやんし
か当たらなかった…。                           （さめ）
→抽選会・パソコン家電品フェアは今年も盛
況でした♪みなさんはどうでしたか？私はと
いうと、人が少ない（と思って）フロンテまで
行ったのですが、手にしたのはうまい棒2本
でした…。                                         （編集部）

　福袋とってもナイスでした!!ホント今年は
フェア多いですね！毎週の楽しみが増えまし
た。                                      （ペペロンチーノ）
→福袋買ってくださってありがとうございま
す～m(__)m                                    （編集部)

　わさびマヨネーズのロコモコやってるのに
気が付かなかったのはイタイっ！
　　　　　　　　　　　　　　（Wild Horse）
→ロコモコフェア、結構好評だったようです
ね。アンケートでもわさびマヨネーズが食べ
られなかった、辛かった～などの声が寄せら
れました。　　　　　　　　　　　（編集部）

　ホリエモンとか、まだ2006年だったんです
ね。はるか昔のようです。                      （SML）
→ホリエモン事件は1月ですからねぇ。12月
になると遠い昔のことに思えますよね。
                                                      （MASTER）

　みどりの日と昭和の日が変わることを知り
ませんでした。周りも知らなさそう…。平成生
まれだなって、怖や怖や…。       （とーる。）　
祝日の名称が変わることを初めて知り、驚き
ました。ハッピーマンデーを実施したときも
思ったのですが、政府にとって祝日はそんな
に重要ではないのでしょうか？？祝日は名称
にも、日時にも、それなりの意味があると思う
のですが…。                                         （M・H）
→私も記事を書くために調べていて偶然発見
するまでは知りませんでした。意外と知らな
い人が多いみたいですね。休日の日数が変わ
る訳じゃないから関心がないのかも･･･。
                                                      （MASTER）

　もう12月。早いもんです。                  （T・O）
　一年が過ぎるのが年々加速度的に早くなっ
ていくので、こういう特集は見るだけで恐い
です。                                    （ダニー・チュン）
→時が過ぎるのが早く感じられるのは充実し
た日々を過ごしている証拠です。決して年を
とったからではありません。          （MASTER）

　ちなみに2007年は21世紀生まれの人が小
学生になる年でもありますね。              （LLP）
→おお、それは気がつきませんでした。ご指摘
有難うございます。                       (MASTER)

　私は弁当派なのですが、たまには食堂を利用致します。大抵ラーメン。麺類はいいですねぇ。（じぇにぃ）

　来年（今年？）から一人暮らしになるので一
から準備しなきゃです！時三の目がいやらし
い（笑）                                             （とーる。）
→時三はある中国人画家の名画を参考にし
たのですが…画力が足りなかったようです。
一人暮らしだと近所づきあいが文字通り被災
時死活問題になるので日頃からコミュニケー
ションをとるとよいそうです。  （ひでっちょ）

　孫娘が名前しか出てきてなくて「あれ？」と
思った…。また次回は出るのかなぁ？？
                                                             （SML)
→というわけで、今回は急遽最後のページに
ねじ込みました。                        （ひでっちょ）

入浴タイムズ
　ニューヨク大好き 一時間はザラです！！
ハチミツ風呂はやったことがないのでぜひ試
してみたいです☆                                （M・H）
→やっぱりお風呂は日本人の心ですね☆（オ
ヤジ臭い!?）僕も長湯するほうなので家族か
らは非難の声が…。                       （ひっしぃ）

　牛乳ぶろ、500 ～ 1000mlも入れるのなら
普通に入って風呂上がりに飲みたい（笑）（ケ
チですみません…）                               （SML）
→確かにそうですね。やっててちょっと後ろ
めたい気分になります…。でもその分贅沢な
気分に浸れますよ（笑）                  （ひっしぃ）

　冬至の日、「ゆず」がなかったので「かぼす」
を代用にしました。柑橘系なら何でもよいみ
たい。                                  （ダニー・チュン）
→そうなんですか。でも柑橘系っていてもレ
モンを浮かべると何やら西洋風になっちゃい
ますね…。                                    （ひっしぃ）

　あとがきの銭湯は本山銭湯！？自分もたま
に行きますＹＯ！                                  （隼）
→本山銭湯って意外と隠れた場所にあります
よね？初めて行ったときは迷ってしまいまし
た。                                                （ひっしぃ）
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学読本舗

ショッカータイムス

　クリスマスの季節。今年は下宿なのでどう
しようと思った。                                   （Y・N）
→いかがでしたか？私は来年のクリスマスに
向けて作戦中です（笑）               （ショッカー）

　クリスマスまでお菓子屋の陰謀だとは思い
ませんでした…ケーキ好きですけどね♪
                                                       （とーる。）
→クリスマスが近くなると、お店のケーキの
種類が増えて嬉しいですねぇ。
                                                  （ショッカー）
　コーヒーの種類はよく分からない…。喫茶
店に行くといつも困ってます。飲み物はやっ
ぱりレモンティー★                             （さめ）
→フルーツ系の紅茶も良いですね。マイブー
ムはピーチティーです♪           （ショッカー）

　今までのレシピを纏めてレシピ集作ってく
ださいよ！ぜひ！                                  （隼）
→４月にショッカー主催で開催予定の料理講
習会に参加していただければレシピ集をもれ
なく配布します。                        （ショッカー）

　クリスマスケーキの由来、初めて知りまし
た。                                                        （SML）
→他にも「この食べ物の由来が知りたい！」み
たいなのがあれば、ご一報下さい。喜んでリ
サーチしますよ☆                      （ショッカー）

　環境班のことあまり知りませんでした。牛
乳パック集めも何時やるかなど知らせてほし
いです。                                                  （S・N）
→牛乳パック回収は、約２週間に一度4限後
に回収しています。2月・3月は班員が大学に
登校しないため回収を行いません。ご了承く
ださい。                                             （環境班）

　千葉大生協ではレジ袋が有料らしいです。
学生委員が念入りにアンケート取ったり調整
したりして、学生も納得できる形で有料化に
持ってったそうな。名大SCもfi ght!         （隼）
→世の中の流れとしてレジ袋有料化の流れは
進んでますね。4月号では、レジ袋について名
大生協の取り組みをMe ～ diaで記事を書い
て、読者の反応を知ろうと思います。（環境班）

　環境班のロゴ、なかなかいいと思います♪
                                                              （LLP）
　環境班ロゴ意外と愛嬌ありますよ♪自分ト
コもイラレ入ってるけど、一回使おうとして
挫折したから「こいつはうまく書けてるじゃ
ん」ってツっこみいれたいですもん。
                                                  （Wild Horse）
→名前は「kurukuruくん」です。生活班の中で
の唯一のキャラクターです♪           （環境班）

　一度読んでみたかった本「風とともに去り
ぬ」が紹介してありました。よしっ。読みます。
                                                         （ぱおん）
→ぜひ、購入して読んでください。    （りじゅ）
 
 「風とともに去りぬ」続編があるのご存じで
すか？タイトルはずばり「スカーレット」。著
者はマーガレット・ミッチェルではありませ
んが、雰囲気は壊されていません。とても読み
応えがありました。「風とともに去りぬ」を読
み終えた方はぜひどうぞ☆                  （M・H）
→続編があることは初耳です。なんか面白そ
うですね。                                         （りじゅ）

Peace Now!21

　化石山のことは初めて知りました。県内で
は豊川などが有名ですが、戦争を伝える傷
跡は探せばまだまだ見つかりそうですね。         
                                            （ダニー・チュン）
→世の中には知らないことがたくさんあるの
は当然です。知ったことをみんなに伝えるこ
とが大事だと思います。                （じぇにぃ）                   

　瑞浪、最近行ったばかりなのに、化石山の存
在を知りませんでした。もっと前に知ってた
らよかったのに。。                               （SML）
→ではぜひ今度行ったときに化石山に足を運
んでみてくださいね。                    （じぇにぃ）

　戦時中でも、外国に対してやさしく接する
ことができる日本人がいたことは誇りに思え
ます。（一部なのが悲しいですが…）
                                                  （Wild Horse）
→私たちも優しい心を忘れずにいたいです
ね。                                                （じぇにぃ）

　北部の醤油ラーメンも最強ですが、ミニ丼＋ミニサラダセットも捨てがたいですね。炭水化物・蛋白質・ビタミンどれもが低価
格で摂れるのです。いつもは豚丼ですが、たまに変わるところも良いですね。（ひろひー）

Kurukuru環境班

共済基礎

　名大でも「朝の１０分間読書」でもしますか
（笑）                                           （Wild Horse）
→金八先生みたいでよさそうですね。　　　
　　　　　　　　　　                  （りじゅ）　
　最近買った本…会計法規集（25版）　（>_<） 
                                                              （LLP）
→会計関係の勉強をしているのですか？会計
が嫌いな私には、ちょっと厳しそうです。
                                                         （りじゅ）

　ディケンズの「クリスマスキャロル」はなか
なか良いです。                                         （隼）
→そうですか。よろしければ、２月号のアン
ケートに是非、感想を書いてください。
                                                         （りじゅ）

　牛乳パックは捨てているのでリサイクルし
たいです。                                             （H・K）
→500mlパックの場合、多くの人が燃えるご
みに捨ててますが、ぜひリサイクル運動にご
協力ください。                                  （環境班）

　忘年会・新年会と連戦でしたが、飲み会はや
はり楽しいものであってほしいものです！
                                                       （とーる。）
→忘年会・新年会はいかがでしたか？春にな
れば新歓コンパなどもあるでしょうが、新入
生が酒を「飲まなければならない」雰囲気が少
なからずあると思います。。楽しい集まりにし
たいですよね！                                  （まや）

　アルコール大好きっ子です（笑）…が、飲み
放の時は80％意識がなくなります。ヤバいな
あ、と思うのですが。そうですね。はい。気をつ
けます。                                                （M・H）
→意識がなくなるくらい…って飲んでるうち
から朦朧としてくる感じでしょうか？？酔う
前に寝てしまうお子様なのです…。気をつけ
てくださいね(><)                                （まや）

　私はお酒飲めないので「アルハラ」という言
葉がある時代に生まれて良かった。  （あひる）
　名大はアルハラ少ないらしいですね…。他
大学の友達の話聞くと大変そうです。      （隼）
→80年代、イッキ飲み流行の反省の上に今の
状況があるわけですよね。サークルや部活だ
と「慣習だから」と潰される所もあると聞いて
いますが、見つかっていないだけで犯罪行為
になることも考えられます。お気をつけて。
                                                             （まや）
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防災―

防災―防災― 亡き妻が
遺したもの

◎当選者の皆様おめでとうござます。
　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。

Me ～ dia12アンケート当選者（敬称略）

＜今回のアンケートは16枚でした＞

PI-X

表紙

裏表紙

文学部１年 あひる
教育学部１年 ぱおん
農学部１年 S・N
理学部１年 Y・N
文学部２年　　　 M・H
法学部２年 ペペロンチーノ
工学部２年 Wild Horse
工学部２年　　　　　　　　　   　さめ
理学部２年 隼
国際開発研究科 ダニー・チュン

ゆうべのひとこえ 人気記事ランキング♪Me ～ dia12

　この英文を表紙にして、裏表紙に訳を載せ
てほしかったです。                              (M.H)
→ごめんなさい(Ｘ_Ｘ)。良い訳文が無く、自
分で訳すのが面倒だったのです…。     (もも)

　裏表紙の話は知っています。いい話ですね。
                                                              （Y.N）
　今月は裏表紙がミルクプリンじゃなかっ
た。これはこれでいいと思います。         （H.K）
→この話が100年以上前の話だとは知りませ
んでした。個人的には12月号は良くできたと
思います。                                             (もも)

　どんどん難しくなりますね。これ以上難し
いともう解けません。                             （S・N）
→いえいえ、もうこれ以上は難しくしません
よ。できるだけどんな人にも楽しんでもらい
たいですからね。                           （ひらのん）

  今回の問題はすごい！難易度がちょうど
いい！！答えはヒントからやる前に分かっ
ちゃったけど（笑）なかなか完成しなかった。。
                                                             （SML）
→おお！強者ですね！この問題がちょうどい
いとは…申し訳ありませんが今回はちょっと
解きやすくなっております。ご堪忍を。
                                                     （ひらのん）

　前回よりもパワーアップしてて大変でし
た。でも左右対称なところもあって後半は簡
単になっていきましたよ。         （Wild Horse）
→そうですか。なるほど。なかなか強者が多い
ですねぇ…よっしゃ、またいつか難しいもの
を作るのでそのときをお楽しみに！
                                                     （ひらのん）

第３位（２票）

PI-X（ピクロス）

第５位（１票）

学読本舗、行く年来る年2006→2007

ページ下

※このランキングは、Me ～ dia12アンケート「Me ～ diaの
中で気に入った記事と理由を教えて下さい。」を元にしてい
ます。

　Me ～ diaの文字の中が☆になっててかわ
いい！！クリスマスっぽくていいですね！
                                           （ペペロンチーノ）
→うれしいです！リトはMe ～ dia12をもっ
て表紙から退きました（これからはひっしぃ
がMe ～ diaの顔です）。ちなみに2006年Me
～ dia10から８回表紙を担当しました★みな
さまお付き合いいただきありがとうございま
した<(_ _)>                                             (リト)

　斉京のネクタイの” TANU” って何ですか？
たぬき？                                       （とーる。）
→よく気付きましたね…アナタ凄いです。
TANUというのはとある動物（※たぬきでは
ない）の名前から持ってきました。北部２階の
組合員コーナーによく居るあれです。共済メ
イトのクロスワードにあたると彼のぬいぐる
みがもらえるらしいです。                    （リト）

学生委員会だより

　南部書籍SSの活動を初めて知りました。ぜ
ひぜひ注目しようと思います。              （S・N）
→広報不足は痛感しています。他の店舗のSS
の活動にも注目してください！  （ハムハム）

　地震発生時に名大って避難所になるんです
かね～？                                              （LLP）
→地震が発生するとむしろ近づいてはいけな
い場所があるので、ならないんじゃないです
か…？                                          （ハムハム）
→名大は違いますが、名大附属学校は避難所
に指定されているようです。             （編集部）

　左上の写真が気になりました。
                                           （ペペロンチーノ）
→あれは八百津の森作りのときの一コマで
す。                                                 （ハムハム）

　経済学部や教育学部の推薦が私大なみに
早くておどろき！！日にちを早めるのは”勇
気ある知識人”を育てるのにいいのか悪いの
か！？                                      （Wild Horse）
→教育学部は今年初めてですが、経済学部と
工学部の推薦入試の時期はこれまで通りで
す。                                                 （ハムハム）

　サラダバーが好物です。（だつ）
　カフェフロンテの日替わりメニューと南部食堂のカツ丼（特盛り）　（シバ）

第１位（４票）

イタ浴入 ム ズヨクニュー

共済基礎
隔月特別講義

第９講

　ゆうべのひとこえに「人気記事ランキング」
あるのは華やかになっていいですよね。次号
以降も継続を。                           （Wild Horse）
→人気記事ランキングは思いつきで、制作し
てみました☆　実は、今回から「ゆうべのひと
こえ」の編集者が替わったので伝言しておき
ますね。                                      （シュウセイ）

　ページ数増えて嬉しいです。これからもア
ンケート増えるといいですね！　　　（SML）
→読者の皆様のアンケート投稿のおかげです
♪ これからもよろしくお願いします！
                                                  （シュウセイ）

　好評だったので人気記事ランキング、
これからも続けていきます♪意見質問
疑問など、どんどん送って下さいね。



遅ればせながら、あけましておめで
とうございます。なに？季節はずれ
だ？いいんですよ。これ書いてる時点
では１月中旬なんですから。

さて、前回の問題。やたら難しかっ
たですね。アンケートでは強者が多く

「やりごたえがあった」などのポジティ
ブな意見が多かったですが、やはりあ
まりなれてない人にも楽しんでもら
えないとなぁ～と思ったので、今回は
ちょっと簡単にしてみました。

今月の問題

答えは、２月らしく

「○○」
となります。
○にはいる言葉(ひらがな２文
字)を入れてください。
ヒント:こわい。遭ったら私なら逃げます。

 ▼イラストロジックの解き方

 基本的なルール
 ●タテ・ヨコの各列の数字の数だけ連続して黒マスを

作る。
 ●一列に数字が複数ある場合、それぞれの黒マス群の
間には白マスを一つ以上入れる。

文責： ひらのん

先月の解答
12月号の解答は

　「もみの木」
　　　　　　　　　でした。

図書カード 1000 円分の当選者は ＳＭＬ さんです。おめでとうございます !

どうでした?解けましたか?
これやたらと難しく作っちゃったんで、
解けなかったとしても落ち込まないでくださいね。

解答図

Me~dia 2　PI-X
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編集後記

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2日発行予
定です。お楽しみに!!

　こんにちはハムハ
ムです。今回のPeace 
Now!は、みなさんか
ら頂いたコメントに、
僭越ながらコメントを
お返ししました。思え

ばPeace Now!の連載も１年を超えま
した。ありがとうございます。生協
というものは、組合員の声によって
成り立っております。このMe～dia
だって、組合員の声がなければ成り
立ちません。だから、アンケート、
書いて送ってください。    (ハムハム)

　お久しぶりです。英語セミ
ナーの単位の都合上初めて本
物TOEICを工学部４号館で受
けてきました。やはり大学生
はこれ以上英語力が低下する
前に受けておいたほうがよい
とおもいます…何もしなけ

れば下がる一方ですからね。大学入試で培った
能力の有効活用を試みたいものです。ところで
あれって何で問題用紙への書き込み一切禁止な
んでしょう…丸をつけたり線を引いたりするこ
とと不正行為があまり結びつかなかったワタシ
です。テストも近づいてきて学生委員会も色々
と慌しいのですが、終われば春休みなので頑張
ろうとおもいます。取り敢えず春休みは本を読
み、DSLiteの料理のソフトでも買ってオムライ
スが作りたいです。(リト)

　共済基礎を書き続けて
いるせいかどうかは知り
ませんが、最近保険とか
資産運用とかに興味があ
りまして、ファイナン
シャルプランナーの資格

でも取得するために少しずつ勉強を始め
てみようかと思い、某大手専門学校に資
料を請求したのですが、とりあえず資格
を取る前に内定を取ることが先だろうと
も気づき始め、両立できるか否か悩んで
いるわりには、手元には簿記と漢字検定
のテキストと雑多な本が転がっていると
いう有様の最近の僕です。               (だつ)

　 は じ め ま し て 。
ショッカータイムスを
書かせて頂いておりま
す。というか今回から
本格的に編集に関わる
ことになりました♪い

かんせん余白が多めとなってしまった
感があります・・・次回は善処いたし
ます☆記事ではとりあげませんでした
が、もうすぐバレンタインですね。隣
でひらのんが嘆いております（笑）男
子生徒のご武運と、女子生徒のご慈悲
をお祈りしてます†
                (食生活班・Me~dia担当者)　   

　ふと気づいたんで
すが、表紙・裏表紙
は担当の名前がない
んですよね。10月号
12月号２月号の裏表

紙は私が書いてます。さてさて、
気づいたら早くも一年間が終わ
るんですよね。そして期末試験が
やってくると…。はぁ、勉強しな
きゃ。…試験終わってる科目もあ
りますが。                             (もも)

　最近はすっかり寒くなり
ましたねぇ。でも雪が降り
ませんねぇ。地元では全然
雪が降らないもんですか
ら、名古屋で雪が降るのを
楽しみにしてたんですよ。

ですからね、ちょっと交通手段に困るくらい
降ってもかまわない！くらいの気合いは入れ
てたんですが…なんとまぁ！積もるどころか
全然降らないじゃありませんか！してやられ
ましたなぁ。聞くところによると去年は大雪
だったそうじゃありませんか。何ですか？嫌
がらせですか？
　でもまだ２月上旬。ぜひ今からでも雪が
降ってほしいですなぁ。                 (ひらのん)



  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。                                                        名大生協学生委員会
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学生委員会（SC）のロゴマーク

　学生委員会(Student Committee)を一目で表す物を作ろうと、学生委員会のロゴマークを作成致しました。名大祭のキャ
ラ投票にも応募したひっしーにより案がいくつか出され、学生委員の投票により、このロゴマークに決定しました。
　学生委員会の様々な活動の際に使われるので、見かけたらよろしくお願いします。


