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Q2. どこに置いてあるの？
A. Me~diaは以下(↓)の場所に置いてあります。よく行くところはチェックしてみましょう♪
　北部購買前・北部食堂出口・南部購買・パンだが屋・南部食堂出口・フレンドリィ南部・Dining Forest・Books Fronte
　そして、全学教育棟階段のBOX。見つけたらご自由に持って行ってくださいね☆

Q1. Me~dia ってな～に？
A. 名大生協学生委員会が贈るフリーマガジン(無料の機関誌)です。
　Me~diaという名前は「名大(Meidai)の一大メディア(Media)たれ！」という願いのもとに名付けられたんだとか。
　どんな記事にしようか構想を練ったり、パソコンで編集したりと、一から手作りしているのが自慢の冊子です。
　4月・6月・7月・10月・12月・2月に発行していますよ～。

Q3. 何が書いてあるの？
A. 生協のお得情報をお知らせする「Co-op Information」や、総代・生協委員の有志による「SS」「生活班」のページ、他に
　はお楽しみの特集記事や、「Me～ dia伝言板」などの交流ページもあります。
　まずは表紙の目次をチェックしてみましょう♪

三つ折りにし
て 声 カ ー ド
BOXへ入れる
だけ。お買い
物についでに
投稿していき
ましょう。

あとは、次号のMe~diaを待つのみ。当選者は
「ゆうべのひとこえ」のページに載ります。

アンケートを出そう！
　ここで、Me ～ diaにはさんであるアンケートにご注目を。
　このMe ～ diaを読み終わったら、ぜひぜひアンケートを書いてください☆
　抽選で10名様に図書カード500円分が当たります！

「この記事良
かった～☆」

「こんなこと
を書いてほし
い」など、ご意
見お待ちして
います！

☆★☆アンケートの出し方☆★☆

↓こちらが「声カードBOX」(南部購買のもの)

1. 書く　　　→→→→→　  2. 投稿する　→→→→→　  3. 待つ

さあ、君
もアン

ケート
を出し

てみよ
う！

文責　Me~dia編集長・佐伯博仁

　初めまして。こんな小さなところに気が付くとは、さてはあなた、Me~diaマニアですね？…なんてね。
　ここは通称「ページ下」。私たち学生委員に一言や季節のお題などなど、上のページに収まらない小話をお届けするコー
ナーなのです。では、さっそく私たちの自己紹介からいってみましょー♪
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通常総代会

文責：学生委員長　金丸 遼

○日時：2007年５月25日（金）17:00 ～ 20:15
　　※20:30 ～ 21:45　総代・生協委員交流パーティ
○会場：南部食堂ホール
○議案
　第１号議案　2006年度活動報告・2007年度活動方針決定の件
　第２号議案　2006年度決算報告・欠損金処理案並びに監査報告承認と
　　　　　　　2007年度予算並びに借入金最高限度額・役員報酬決定の件
　第３号議案　役員選挙の件
　第４号議案　議案議決効力の発生の件

今年の総代会のテーマは…

組合員の活動・大学への貢献・北部改装

名古屋大学消費生活協同組合

　総代会とは？

　総代会に参加するのは？

　総代会の情報は？

　４月上旬から生協各店舗で配布される
総代会解説書を必ず手に入れてお読みく
ださい（新入生にはクラス写真撮影の時
にも配布されます）。また、名大生協Web
サイト（http://www.nucoop.jp/）でも情
報を提供しています。

総代会トリビア ～第79回の謎～
　年に１回開催される総代会。「第79回と

いうことは、もう名大生協ができて79年に

なるのかぁ。」と考えると思いますが、名大

生協の創立は1952年、新制名古屋大学で

も1949年です。まだ55年しか経っていま

せん。実は、創立当初は総代会で決めること

がいっぱいあって、総代会が年に何度も開

催されていたからなんです。噂では、年に５

回も総代会があった年があるとか。

　総代会とは、生協の最高議決機関です。
株式会社で言う株主総会に対応します。
生協は組合員から出資金を集め、その資
金をもとに運営されています。総代会で
は、上の議案に書いてあるとおり、組合
員から預かった出資金がどのように使わ
れているのか、生協がこの一年間どのよ
うな活動に取り組んできたのかを総代に
報告し、承認を求めます。そして新しい
一年の目標や計画、予算などを決めます。
また、生協の運営をすすめる理事・監事
などの役員を選出します。

総代会に参加される総代や生協委員の方はもちろん、そうでない人もぜひお読みください！

第79回

　基本的には総代・生協委員です。総代は
議決権を持ち、生協委員は議決権を持ち
ません。
　総代・生協委員以外の組合員の方も、

「オブザーバー」として総代会に参加し、
意見を言うことができます。ぜひ総代会
当日、南部食堂へお越しください♪

●生協・総代会の情報は名大生協web
サイトをご覧ください。右のQRコード
をご利用ください。
   携帯版：http://www.nucoop.jp/m/

　Me ～ dia編集長・委員会室（学生委員会の部室）の主・人事担当・財政担当など様々な属性を持ち、ダイリホサエキ・企業戦
士など様々な異称を持ち、冊子編集能力や営業能力・プレゼン能力・グロテスクドラえもん描写能力など様々な特殊アビリ
ティを持つ、シャイボーイです。（ひろひー）
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　生協という組織は組合員の皆さんの出資で成り立って
いるものであり、皆さんからの意見を大切にしています。
なので、生協を運営する上で本当は組合員全員から意見
を聞くのが理想ですが、それは物理的に不可能なので総
代や生協委員に組合員の代表になってもらうのです。こ
の生協組合員の代表である総代と生協委員をまとめて “総
生” と呼んでいます。総生は生協と組合員とのパイプ役を
担う重要なものです。

　総代の仕事は主に、毎年 5 月（今年は 5 月 25 日）に開催される総代会に出席すること、総代meetingに出席す
ること、各 SS に所属して活動することの 3 つです。総代会、総代 meeting、SS に関しては、後術の「総代会とは？」

「総代 meeting とは？」「SS とは？」をご参照下さい。

～総代、生協委員～総生
Me~dia 4　総生　～総代、生協委員～

　総代会とは株式会社の株主総会のような
もので、生協の最高意思決定機関であり、こ
れから 1 年間の生協の運営方針を決定する
重要なものです。この総代会で、総代は組合
員の代表として出席し、議決権を持つこと
ができます。前のページの「総代会のお知ら
せ」も参考にして下さい。

　「総代とは？」で出てきた SS について説明します。『SS』のひとつめの『S』は『Seikyou,Shop,Shoseki,Shokudo
u,Service.....』など様々な意味を持ち、ふたつめの『S』は『Supporter』を表しています。1 つの SS は生協店舗の
店長さんと総代で構成されます。SS では生協店舗で開催される『サマーフェア』などについて議論し、よりよ
いイベントを開催することを目的として、それぞれの店舗に密着した活動を行います。SS についての詳細は
27,28 ページのの SS 紹介をご覧下さい。

SS とは？

総生とは？

総代とは？

総代会とは？

↑去年の総代会の様子

Nagoya Univ Co-op　

総生の位置づけ

　総生は生協の中でこのような位置にいます。一般組合員の声
を生協に伝えるパイプ役です。

教職員委員会

留学生委員会

学生委員会

院生委員会

名
大
生
協
理
事
会

総代

生協委員

一
般
組
合
員

各
ク
ラ
ス

　法学部の３年生になりました。ハムハムです。三重県亀山市出身の自宅生です。趣味はお笑いを見ること、好きなスポー
ツはバレーボールです。名大生協学生委員会で委員長をしています。最近電車の中でよく眠れるようになりました。(ハム
ハム)
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Me~dia 4　総生　～総代、生協委員～

文責：Master

　・組合員（クラスのメンバー）の生協に対する意見を集める

　・学生委員とともにオープンキャンパスや新入生歓迎活動にスタッフとして参加する

総代、生協委員の活動

・総代meeting に出席する

・総代会に出席する

・SS に所属して活動する

・生活班に所属して活動する

・クラス写真撮影を主導する

・入学記念アルバムに載せる寄せ書きを集める

総代・生協委員共通

総代 生協委員

　クラスの代表として、総代が一人で仕事をするのは大変なので、生協委員は総代の補佐をします。総代会では投
票権を持つことはできませんが、オブザーバー（傍聴者）として参加し、意見を言うことができます。また、生活班(後
述の「生活班とは？」を参照）に所属して活動します。

生協委員とは？

　「生協委員とは？」で出てきた生活班について説明します。生活班とは、大学生活に関わるもの・身近なものを
テーマにして学生が自主的に活動を行う組織です。昨年は読書、環境、食生活、ユニセフの 4 つのテーマがありま
した。（今年は変わる可能性があります）

生活班とは？

↑総代 meeting の様子

総代meetingとは？

　総代 meeting とは、総代さん達や各店舗
の店長さんが集まって各 SS ごとに話し合
うものです。毎月第 1 金曜日（試験期間中
や長期休暇中は変更になります）に開催さ
れています。この総代 meeting では、晩ご
飯が出るのが隠れた魅力です。

　4 月 6 日に行われる新旧交歓会で議長や名大祭実行委員などの他のクラス役員とともに、各クラス 1 名の総代と
2 ～ 4 名の生協委員を選出します。総生に興味がある方は、まず新旧交歓会で立候補してください。もし、総生にな
りたかったのに新旧交歓会で総生になれなかったら、学生委員会にご一報ください。

総生になるにはどうしたらいいの？

4 月 6 日に行われる新旧交歓会で議長や名大祭実行委員などの他のクラス役員とともに、各クラス 1 名の総代と
2 ～ 4 名の生協委員を選出します。総生に興味がある方は、まず新旧交歓会で立候補してください。もし、総生にな
りたかったのに新旧交歓会で総生になれなかったら、学生委員会にご一報ください。

　法学部３年の澤田英之です。世を忍ぶ仮の名は、ひでっちょです。漢字に直すと飛丁稚です。起業します。でも家事もちゃ
んとします。ちなみに特技は流し目です。しかし流しそうめんは苦手です、いつも食べそびれます。（ひでっちょ）
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6 　初めましての方も何度目ましての方もコンニチハ、リトでございます。最近メガネを替えまして、他人様の反応がとても
気になる法学部３年生です（祖父母は気づいてくれなかった…）。３年生になって単位もそれなりに充足しかけているの
で、適度に楽しみつつ大学生活を頑張っていきたいとおもいます。（リト）

「初めまして」の人も、いつも読んでくれている人もこんにちは☆
このCo-op Informationでは毎回、生協の最新情報をお伝えしていくので、お見逃しなく!!
それでは早速、４月の生協情報いってみよー。

Co-op 
Information

パンフ
レット

magazine

過去

問題集

生
協
か
ら
の

お
知
ら
せ
で
す
。
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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。

　法学部３年のまやです。そろそろ車校に行きたいなあ…と思いながらも３年目、最近やっとパンフレットを真剣に眺め
る日々を送っています。眺めている間があったら早く申し込まないとなーなんて思いながらまだまだ忙しい。でも春のフ
リープラン逃すと通う人増えるからやだなぁ…とぐるぐる葛藤中です。（まや）
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初めて、を始めよう。初めて、を始めよう。

(Aさん)あなたの趣味は何ですか？

(Bさん)食べることと寝ることです！

(Aさん)……他に何かないの？

――あなたの周りでこんな会話はありませんか？食べて寝てばかりでは、健全な大学生活を楽しめているとは言え

ませんよね。ちょっとした趣味があるだけで、あなたの日常がグッと変わります！

みなさん、入学・進級おめでとうございます。

新しい一年が始まるこの季節、「何か、新しいことをやりたい！」と思う人も多いのでは？

このページでは、筆者の周りの名大生がどんなことを始めたのかを、【趣味】【資格】【サークル】

【アルバイト】【その他】のカテゴリに分けて教えちゃいます。

(Aさん) 近、「将来のことを考えろ」ってよく言われるんだよねぇ。どうしたらいいんだろう？どうしたらいいんだろう？

(Bさん)僕は3月から漢字検定の勉強を始めたんだ♪

(Aさん)へぇぇ。すごいんだね！

――とAさんは言っていますが、さらなるレベルアップのために資格の勉強をすることは、決して特別なことではあ

りません。将来の役に立つ資格から「こんなのもあるの？」と思う意外な資格まで、いろいろあるんですよ。

旅
　色々な街を見て回れるし、世界が広がる

感じがする。リラックス、気分転換。旅はイ

イぜ(でも金かかる…)。          (2年 T.H.)

釣り
　つれた時のうれしさもいいが、まってい

る時間がいい。魚関係は全部大好きだ！！

                                          (2年 K.H.)

お笑い
　あほみたいに見えるけど、実はすごく頭

を使う。笑いとは奥が深いのです。

                                          (3年 R.K.)

FX（外国為替取引）
　経済の仕組みの勉強が実践的にできる。うま

くやると資産を増やすことができる。ちょっと

オトナな気分を味わえる。              (4年 Y.A.)

読書
　不要と思えてもどっかで役に立つもの

です。 近読んだ本は、『人は「話し方」で9

割変わる』。                          (3年 Y.Y.)

サイクリング
　若宮大通を突っ走るのが好きです。これ

を機に名古屋を走りまわってみようじゃ

ないか！                              (2年 M.N.)

TOEIC
　TOEFLが留学向けなのに対し、TOEICはビジネスで

通用する英語の資格なので、スキルアップには必須です。

　英語能力がハイな今のうちにぜひ。TOEICで単位が

取れる場合もあります。                           (3年 H.M.)

書道
　私は8段ですが、会派によって段位の数

え方が違います。字の綺麗さだけではなく

集中力も身に付くんですよ。   (3年 Y.Y.)

色彩検定
　色の奥深さを感じます。色彩感覚を磨き

たいひとは是非、挑戦してみるのもあり。

                                          (4年 S.K.)

　趣味をつくってみよう！

　資格に挑戦しよう！

暇

人

必

見

　初めての人ははじめまして、そうでない人はこんにちは。工学部化生2年になれました、ひっしぃです。好きなことは大型
犬を抱いて“もふっ”とすることで、夢は悪を挫く正義のヒーローになることです。(ひっしぃ )
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初めて、を始めよう。 (Aさん)ねぇ、授業終わったらいつも何やってる？

(Bさん)そりゃあもう、一日中ずっと愛しのフィギュアたちに囲まれて…ウフフフフ。

(Aさん)……もっと外に出ようよ。

――全力で打ち込める何かを見つけるため、一生ものの友達を作るため、たくさんの名大生がクラブ活動をやってい

ます。ちょっとだけ勇気をだして、さぁ気になるクラブを見学に行きましょう♪

(Aさん)はぁ～、今日も疲れた～っ！中学生の勉強みるのも大変よね。

(Bさん)えっ！？中学生の勉強してるの？？

(Aさん)……バイトに決まってんだろ。

――大学生にとってアルバイトは決して特別なことではありません。働いてお金をもらう経験は、将来のアナタに

とってきっと役立つことでしょう。

　いかがでしたか？参考になりましたか？「コレだっ」というものが見つかれば幸いです。

　「ウォオ！俺は○○をやってやるぜぇーっ！！」と燃えている人も、「何したらいいんだろう…？」と悩んでいた人

も、この機会に初めてのことを始めてみませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：ひろひー

筋トレ
　腕とか腹とか、たまに部位を変えると飽

きません。運動不足解消にもストレス解消

にもなって、一石二鳥です！     (3年 H.S.)

一発芸
　作っておけば、君も飲み会で人気者だ！

やったね！！ちなみに僕のネタはトラン

プマジックです。                  (2年 T.H.)

オークション出品補助
　時間を自由に決められるのは長所です。

普段自分がやらないようなことをやって

みるのはいいですよ～。         (4年 R.H.)

ショップの店員
　カテキョとかより時給低いがたくさん

働ける。お客さんからおもしろい知識が得

られることも。                     (3年 Y.Y.)

(番外)学生委員会
　軽い気持ちでアンケートを出したのが

きっかけ。いやぁ、こんなにハマってしま

うとはねぇ。                        (3年 H.S.)

楽器系
　色々な人とふれあえるし、変わり者が多いのはどの

サークルにも共通する点か？演奏会は本当に充実感あっ

て良い。みんなに見られるのが快感に(?)        (2年 T.H.)

運動系
　楽しい！いいひとばっかり。大学から始

めても楽しい。熱い！ともだち、人脈ふえ

るしね。                             (2年 R.M.)

塾
　生徒がかわいい。教えてわかったり、成

績があがるとうれすぃ。バイトも大学生が

多くて仲よくなれますな。     (2年 R.M.)

本屋
　 近のブームやメディアミックスに詳

しくなる。意外と運動になる。接客の基本

が身に付く。                        (4年 Y.A.)

生協バイト
　月に1回ぐらい、袋詰めのバイトがあり

ます。学内なので手軽にお小遣いを稼げる

ところがいいですね。           (2年 M.N.)

親戚の手伝いとして…
　親戚のブドウ農場が忙しいときは、日給

\3,000で作業を手伝います。たまにはこ

んな働き方もいいんじゃない？  (3年 H.S.)

　こんなのもイイかも！

　アルバイトをやってみよう！

　サークル・部活を始めよう！

学内散歩
　のんびりした気分になれるところがい

いですね。後輩に名大のオススメスポット

を教えられるようになります。 (3年 Y.Y.)

　工学部物理工学科新2年のMasterです。自己紹介…。この時期は幾度と無く自己紹介の機会があるが毎回困るんだよね
…。特に趣味もないし話すネタがない。なんてつまらん人間なのかと本当に嫌になります。今年こそつまらない人間を脱却
したいものです。(Master)
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見見花花おお
みなさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。

このページの案内役のこのページの案内役のサクヤサクヤです～。です～。

うん、春まっさかり。気持ちいいね～。うん、春まっさかり。気持ちいいね～。

こんな暖かい日は眠くなる･･･うとうと･･･こんな暖かい日は眠くなる･･･うとうと･･･

じゃなくて･･･じゃなくて･･･

花見にいかない？？花見にいかない？？

　“サクラ”は、稲や穀物の霊をあらわす“五月・早乙女・早苗”などの頭文字
《サ》と、神座を意味する“坐《クラ》”が語源と言われています。
　1500年ほど昔、田植えの時期に農民たちがこの“神聖な木＝サクラ”に
豊作を願った儀式がお花見のルーツといわれています。
　812年に嵯峨天皇が神泉苑で花宴を催した後、花見は貴族などといった
上級階級の人たちが楽しむものとなりました。そして豊臣秀吉の「醍醐の
花見」を経て･･･ついに江戸時代、８代将軍徳川吉宗が江戸城吹山の御殿
にあった桜を、隅田川のほとりに移植させたのがきっかけで、花見が庶民
に浸透していったのです。

　豊臣秀吉は「醍醐の花見」を行う
四年前、実は奈良の吉野山に足を
運び、5,000人もの配下と大々的
な花見パーティーを開催してい
る。この花見を楽しんだ秀吉が、
「京都でも吉野に負けない花見を」
と計画したのが、「醍醐の花見」な
のだ。

お花見のルーツ 醍醐の花見？

　サクラといえばいわずとしれたソメイヨシノ（染井
吉野）！日本の桜といえば、と言ってよいほどの代表
的な桜です。江戸時代に完成した比較的新しい品種で
すが、他の種と比べれば成長が早く、満開の時・散り際
が見事なので全国に広がりました。
　一方、ヤマザクラ（山桜）は古来より親しまれてきた
代表的な野生の桜です。特に吉野山一帯では30,000本
を越える本数を誇り、山裾から頂上へ向って日を追っ
て開花していく様は見事です。

に、行こっ！に、行こっ！

　　　さくらのさくらのうんちくうんちく1

　桜の木に宿ると考えられた神様は富士山に祭られて
います。この神様は別名「木花之開耶姫」（コノハナノサ
クヤヒメ）とも呼ばれています。まるで木の花（桜では
ないかと言われている）が咲いた（サクヤ）ように美し
い女神であるところから名づけられたとか。

サクラの種類 サクヤヒメ？

　まずはお花見や桜にまつわるお話を教えてあげるわ。ぜひ花見にいったときの話の種にして…

え？種なんかにならない？…きっとどこかで役に立つわよ！きっと…

　ちなみに桜の花言葉は、「優れ
た美人・純潔・精神美・淡泊・高尚・
美麗…」。やだ、私のこと？

サクヤ
分類：桜の妖精(たぶん)　
HP：40  MP：135
必殺技：花びらの舞(酒乱？ )
好きな食べ物：桜餅

　理学部物理学科のmomoです。もも、momo、モモ、桃…と表記されますが今はmomoがすきです。ちなみに桃よりもリン
ゴの方がすきです。（momo）
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　　　いざいざ花見花見に行かん！に行かん！　　　22

１、桜の木を大事にしてね！
・木をゆすらない
・土から飛び出している根の上は
避ける　
・枝を折らない

　　　桜の桜の後後にはなにがにはなにが咲咲く？く？33

文責：じぇにぃ

３、ゴミはかならず持ち帰ろう☆
　 最低限のマナーだね！

２、夜桜は暖かい格好で。
 　春とはいえ夜は冷えます。使い捨
てカイロを持って行くといいよ。

花見に
行く時

花見に
行く時

こんなことに気をつけよう★

桜にとって地面浅い部分の根
は力の源。根に傷をつけると
木が枯れてしまいます。また
枝が折れた部分から枯れてし

まうこともあるの。

今年は暖冬でどうやら例年よりかなり早く桜が開花しそう。

でも春の花って桜だけじゃないですよ？他の花も愛でましょう♪

ということで、桜の後に咲く花についてピックアップ！

桜が散ってもまだまだ春の花を楽しみましょう！

http://www.cucan-magazine.com/cucan/2006/11/post_81.html
http://www.citydo.com/sakura/index.html参考文献

　さて、うんちくも手に入れたことだし（？）花見に行きましょう！で

もどこへ？

　名古屋大学内だと教育学部の前の庭や、鏡が池付近(夜桜が美しい)、

名古屋市内だと名古屋城や鶴舞公園がオススメスポットよ！

あ、他にみなさんが知ってるオススメスポットがあればぜひ教えてく

ださいね。

春っていいですね。花って色が鮮やかで、香りもよくて、

心がほわっと温かくなるような。こんな白黒の冊子じゃ魅力が伝えきれないです。

さぁ、春の暖かい良い天気の日には･･･ちょっと出かけてみませんか～♪

なんてね。

つつじつつじ
名城公園にいってみて名城公園にいってみて
は？赤・桃・白と色もさは？赤・桃・白と色もさ
まざま。親しみやすい花まざま。親しみやすい花
ですね。ですね。

チューリップチューリップ
鶴舞公園や東山公園がオ鶴舞公園や東山公園がオ
ススメスポット。赤白黄色ススメスポット。赤白黄色
…の他にもいろんな色の…の他にもいろんな色の
チューリップがあるよ。チューリップがあるよ。

藤藤
名城公園の藤は見名城公園の藤は見
事！やわらかい紫事！やわらかい紫
がすてきです。がすてきです。

徳川園が名所。1,000徳川園が名所。1,000
株ほどあります。実は、株ほどあります。実は、
徳川園は名大生は入場徳川園は名大生は入場
無料なんです。無料なんです。

牡丹牡丹

ほかにも、ほかにも、たんぽぽ・すたんぽぽ・す
みれ・蓮華・シロツメクみれ・蓮華・シロツメク
ササなど…道端に咲いてなど…道端に咲いて
いる花もかわいらしいいる花もかわいらしい

わね♪わね♪

　医学部保健学科２年のじぇにぃです。高校のときからじぇにぃと呼ばれております。なんでじぇにぃかと言われました
ら、中学の時の先輩に「なんかメガネはずすとジェニファーっぽい」と言われたからです。よく分かりませんがその後高校
から定着いたしました。メガネを外すと美形っていいですよね。残念ながら私はフツーですが。(じぇにぃ )
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防災―
防災―防災―

　結局食い逃げは成功せず、時三の身元引受人である紗耶香の元には大量の請求書が送られることとなった。そして
憤怒する紗耶香の一撃によって、ついに時三は家から叩き出されてしまった。骨肉の争いの結果こうして家を追われ
ることになった時三は、ひとまず白川公園に身を寄せ、再起を窺

うかが

うことにした･･･。

6th chapter　避難生活編

亡き妻が
遺したもの

第一回 第二回

5th chapter　今までのあらすじ＆おさらい

あ
ら
す
じ

心
得

Me~dia 4　防災―亡き妻が遺したもの　第三回

　東海大震災が既に起こってしまった仮想世界の物語。
震災ボランティアの時三は、名古屋に住む孫娘の紗耶香
の元に身を寄せることになった。孫娘の部屋の惨状を目
の当たりにした時三は部屋の大改造を志すが、紗耶香は
当然のごとく激怒。しかしそんな彼女をあざ笑うかのよ
うに時三は華麗な避難テクニックで紗耶香の猛攻をい
なすのであった…。

時三（65）
　ついに紗耶香家を追い出されるこ
とになった哀れな老人。過酷な野外
生活に、彼は耐えられるのか？
がんばれ時三、負けるな時三！

ロドリゲス（年齢不詳）
　サバイバルの達人。同じ境遇にあ
る時三とは確固たる絆で結ばれて
おり、その豊富な知識と的確なアド
ヴァイスで幾度となく彼の窮地を救
う。

　今は亡き妻の墓標を訪れようとした時三は、耄
もう

碌
ろく

して
いたせいか名古屋市街に出てしまう。しかしそこはただ
では転ばない時三、これ幸いにと名古屋めしを制覇する
ことを思いつく。今話題の料理を貪り尽くす時三だが、
手持ちの資金が非常に貧弱な事に後になって気が付く。
絶体絶命の彼は、避難テクニックを駆使してその場を逃
れようとするが…。　　注意：食い逃げはしてはいけません！

　自宅での事前準備編

　●余分なゴミ・家具を整理整頓する。
　●避難袋を持ち運びやすい場所に準備する。

　自宅からの避難編

　●慌てて外に飛び出さないようにする。
　●ガス・ブレーカーは切り、火事を防ぐ。

　市街地での避難編

　●責任者の指示に従って落ち着いて行動する。
　●人の集中する場所にむやみに近づかない。

　大学での避難編

　●先生の指示に従って落ち着いて行動する。
　●天井からの落下物や、設備の転倒に注意する。

　理学部のシバです。自宅生で愛知県豊橋市在住。毎日愛知県を縦断しています…遠い！（シバ）
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　わしはもうだめじゃ…。

　手持ちの食糧はとうに尽きてしまったわい。

こうなっては自生している雑草でも食すほか無

いかのう。じゃが食ったら食ったで腹痛も心配

じゃ…。

　そうそう、何より心配なのは水じゃのう。何

も喰わなくてもある程度は生き延びれる気が

するが、飲料水だけは確保せねばまずいのう。

とはいえ、川の水は汚いし、どうしたものかの

う。雨水でも溜めるとするか･･･。

　問題は山積しておるが、とりあえず、急ごし

らえでダンボールハウスを造ったぞ。なかなか

立派なものじゃろう。こう見えても頑丈で、寒

さも風もある程度までなら防げるぞ。

　ううう。じゃがやはり夜の底冷えは老体には

堪える。嗚呼、暖かい毛布が欲しい…

一日目

Me~dia 4　防災―亡き妻が遺したもの　第三回

この状況で生き延びろ！
―よくわかるロドリゲス講座　極限サバイバル編

時三の家

　どうも、ロドリゲスです。　どうも、ロドリゲスです。
　避難生活初期に考えなければなら　避難生活初期に考えなければなら
ないことは、まず自分の体調を管理ないことは、まず自分の体調を管理
するということです。するということです。
　避難をしなければならないほどの　避難をしなければならないほどの
激甚に見舞われてしまった場合、か激甚に見舞われてしまった場合、か
なりの確率で避難生活は長期化しまなりの確率で避難生活は長期化しま

す。もし病気にかかってしまったら、す。もし病気にかかってしまったら、
その間ずっと病気に苦しむことになその間ずっと病気に苦しむことにな
りますし、もし医薬品の支援が滞れりますし、もし医薬品の支援が滞れ
ば、命に関わることになりかねませば、命に関わることになりかねませ
ん。その意味において、ん。その意味において、体調管理は食体調管理は食
事等よりも優先して考慮すべきこと事等よりも優先して考慮すべきこと
といえるでしょう。といえるでしょう。
　そこで時三殿には、いくらおなか　そこで時三殿には、いくらおなか
が空いても拾い食いはしてはいけなが空いても拾い食いはしてはいけな
いと忠告しておきました。変なものいと忠告しておきました。変なもの
を摂取して体をこわしてしまってはを摂取して体をこわしてしまっては
体力が必要な避難生活を乗り切れま体力が必要な避難生活を乗り切れま

せん。２，３日の辛抱です。せん。２，３日の辛抱です。日本なら、日本なら、
少し待てば支援が必ず来ます少し待てば支援が必ず来ます。。
  また、時三殿が寒さに震えていらっ  また、時三殿が寒さに震えていらっ
しゃったので、簡易毛布を作って差しゃったので、簡易毛布を作って差
し上げました。これは、黒いポリ袋をし上げました。これは、黒いポリ袋を
体に巻き付けるという簡素なもので体に巻き付けるという簡素なもので
すが、結構効果があります。新聞紙なすが、結構効果があります。新聞紙な
どでも代用可能でしょう。とりあえどでも代用可能でしょう。とりあえ
ず、ず、身体と外気の間に少しでも多く身体と外気の間に少しでも多く
空気の層を作ることが大切空気の層を作ることが大切です。震です。震
災時には多くの人が着の身着のまま災時には多くの人が着の身着のまま
で来るので寒さ対策は急務です。で来るので寒さ対策は急務です。

　こんにちは、ついに2年生になった平野です。ここではひらのんなどと呼ばれております。嗚呼、もう2年かぁ…はええ
なぁ…この1年間は合唱と学生委員会活動に全精力を費やしてきました。あ、あとテスト期間中には勉強も少なからずしま
した。趣味は魚関係のこと全般です。(ひらのん)



14

　我慢と言えば、もうかれこれ２日も用を足し

ておらぬ。いくら老人用おむつに頼っていると

はいえ、限界が近いわい。水道は止まっておるか

ら公園に備え付けのトイレは使えぬし、簡易ト

イレの長蛇の列にこれ以上並ぶのも御免であ

る。かといってその辺りでするのは不衛生じゃ

し、衛生に配慮して土中に埋めるのであればか

なり体力を消耗するであろう。ううむ、どうした

ものか。

　…やはり誰も見ていない道端でちょちょいと

失敬するしか道はないのか…！

Me~dia4　防災―亡き妻が遺したもの　第三回

　どうも、ロドリゲスです。　どうも、ロドリゲスです。
　支援物資が被災地に届くのは割合　支援物資が被災地に届くのは割合
迅速に行われますが迅速に行われますが、そこからさら、そこからさら
に被災時の人々に分配されるまではに被災時の人々に分配されるまでは
けっこう時間がかかります。その象けっこう時間がかかります。その象
徴とも言えるのが、炊き出しの列で徴とも言えるのが、炊き出しの列で
しょう。しょう。

この状況で生き延びろ！
―よくわかるロドリゲス講座　絶体絶命編

三日目

　わしはもうだめじゃ……

　ようやく配給車が来て食料にありつけたの

じゃが、冷たくて量も少ない…。味付けも単調で、

グルメなわしにはしんどいわい…。じゃが、せっ

かく一時間も配給の列に並び続けた末の戦利品

じゃ。食欲はないが、我慢してでも食べねば…。

様々なサービスに人が集中します。様々なサービスに人が集中します。
その分、その分、秩序だった行動が求められ秩序だった行動が求められ
るるといえるでしょう。といえるでしょう。
　時三殿も並ぶのを今はいやがって　時三殿も並ぶのを今はいやがって
いますが、おいおいこのようなこといますが、おいおいこのようなこと
にも慣れていくことでしょう。にも慣れていくことでしょう。
　そんな彼のためにロドリゲス特製　そんな彼のためにロドリゲス特製
簡易新聞紙トイレを作っておきまし簡易新聞紙トイレを作っておきまし
た。これは、新聞紙を折って箱状にした。これは、新聞紙を折って箱状にし
たものでたものです。道端を汚すなどもってす。道端を汚すなどもって
のほか。ちゃんとのほか。ちゃんと自分の出したもの自分の出したもの
は自分で始末しましょう。は自分で始末しましょう。

　列に並ぶこと自体が重労働　列に並ぶこと自体が重労働です。です。
体力のない人には特に大変でしょ体力のない人には特に大変でしょ
う。そしてようやく食料を手にしたう。そしてようやく食料を手にした
としても、量が十分ではなかったり、としても、量が十分ではなかったり、
逆に食欲が全然湧かず食べきれな逆に食欲が全然湧かず食べきれな
かったりと、かったりと、満足を得られるとは限満足を得られるとは限
りません。それでも、りません。それでも、もし震災が起こもし震災が起こ
れば、誰もが列に並ばざるを得ないれば、誰もが列に並ばざるを得ない
のです。のです。
　また、この列に　また、この列に並ぶ行為は、何も食並ぶ行為は、何も食
事に限ったものではあり事に限ったものではありません。水、ません。水、
トイレ、預金引き出し…震災時にはトイレ、預金引き出し…震災時には

　気付けば、いつの間にか学生生活もあと１年となってしまった理学部４年のnonです。月日がたつのは早いものですね。
今年は旅に出てみようかなぁ…と画策中。ハンマー片手に田舎道を歩く怪しい人がいたらそれは私かもしれませんwww

（のん）
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五日目
　わしはもうだめじゃあ……

　生活物資には不自由しなくなったものの、今

度は周囲の環境が気になるわい。最近よく子ど

もが公園に遊びに来るからうるさいし、ゴミを

捨てていく不届きな輩がおるし、おまけに夜

は野犬やら何やらが吠えるし…。寝不足・ノイ

ローゼになりそうじゃよ。

　なんと明日は雨らしい。せっかく

段ボールハウスを作ったのに、

ダメになってしまいそうじゃ

のう…。うううう、わしは

本当にもうだめ

じゃぁあ……

次回は、復興生活編です。 文責：ひでっちょ

Me~dia 4　防災―亡き妻が残したもの　第三回

元・時三の家

　どうも、ロドリゲスです。　どうも、ロドリゲスです。
　震災からある程度経つと、物質的には　震災からある程度経つと、物質的には
ある程度不自由しなくなりますし、精ある程度不自由しなくなりますし、精
神神的にも震災当初の緊迫感からすれば的にも震災当初の緊迫感からすれば
大分落ち大分落ち着いて来るかと思います。する着いて来るかと思います。する

と、気になり始めるのがと、気になり始めるのが「避難生活は集「避難生活は集
団生活である」団生活である」ということです。ということです。
　避難所には様々な人がやってきます。　避難所には様々な人がやってきます。
乳乳児を連れた人、タバコが片時も手放せ児を連れた人、タバコが片時も手放せ
ない人、体が不自由な人、ペットをつれない人、体が不自由な人、ペットをつれ
てくる人…。皆生活習慣が違う人たちばてくる人…。皆生活習慣が違う人たちば
かりです。そのような環境の中で必要なかりです。そのような環境の中で必要な
のは、のは、お互いに妥協しあって助け合わなお互いに妥協しあって助け合わな
ければなければならないという、「寛容と忍耐のらないという、「寛容と忍耐の
精神」精神」です。です。
　時三殿は　時三殿は癇癇

かんかん

癪癪
しゃくしゃく

持ちなくせに繊細なと持ちなくせに繊細なと
ころがあるので、処方箋が難しかったでころがあるので、処方箋が難しかったで

この状況で生き延びろ！
―よくわかるロドリゲス講座　もう無理編

こ
こ
で
、彼
の
手
記
は

　
　
　
　

途
切
れ
て
い
る･･･

す。しかしこういう問題は概して周囲のす。しかしこういう問題は概して周囲の
人間と交流することで解決します。人間と交流することで解決します。つまつま
り、り、見ず知らずの他人に悩まされるのは見ず知らずの他人に悩まされるのは
耐え難いとしても、見知った人物なら許耐え難いとしても、見知った人物なら許
せるせるということです。震災時という非日ということです。震災時という非日
常であるからこそ、人の情けが身にしみ常であるからこそ、人の情けが身にしみ
ることでしょう。ることでしょう。
　しかし、人情だけではどうにもならな　しかし、人情だけではどうにもならな
いものもあります。気温や天候は人の力いものもあります。気温や天候は人の力
ではどうにもならない部分もあります。ではどうにもならない部分もあります。
同じ境遇にあるもの同士、同じ境遇にあるもの同士、助け合って自助け合って自
然の猛威に耐える然の猛威に耐えるしかありません。しかありません。

　経済学部経営学科４年のだつと申します。アルファベット表記はDatzです。ある日の夕方5時頃だったと思いますが、僕
がMe ～ diaの記事を書いていて文章を打ち間違えました。その時誰かが「ごじだつじ！」と指摘したため、だつというペン
ネームになりました(という噂があります)。それ以来、誤字脱字には特に気をつけています。（だつ）
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第41回

今年も春がやってきました！これから始まる新生活を思うと血湧き肉躍りますね（テンション上げすぎ）♪
でも、いろいろと不安なこともあると思います。これから下宿生活を始められる方は特にでしょう。

食生活班はそんなあなたを応援します。　　　

☆新生活SP☆

ショッカータイムス
　第一章　特集ページ

　調理器具編
１．包丁

　基本のツールですね。家庭用の万能包丁一本あれば
オッケーです｡2,000円もあれば充分いいのが買えます
よ♪

２．まな板

　包丁だけあっても仕方ありません。セットで揃えま
しょう。プラスチック製のものが便利ですよ。700円前
後で売っています。

３．鍋

　はじめは小さい(18㎝サイズくらい)片手鍋があれば
足ります。値段は3,000円程度。必要に応じて徐々に買
い足していけばいいと思います♪

４．フライパン

　鍋と同じか、少し大きめくらいのサイズの物が便利。
テフロン加工がついてるのを選ぶと良いでしょう。
1500円くらいをめどに探してみてください。

５．炊飯器

　自炊のスタートはまず米を炊くことからです。三合
炊きくらいが丁度良いですね｡2,000円くらいで買える
でしょう。

６．ピーラー

　持ってて損はしません。100均のもので充分使えま
す。便利ですよ♪

７．菜箸

　炒め物や煮物なんかをするときにとっても便利で
す。こちらも100均で入手できますよ。

８．ボウル

　あるのとないのでは料理のしやすさが結構変わっ
てきます。ステンレス製のものがオススメ。大きさの
違うものをそろえるとさらに便利です。

９．おたま

　鍋から直接汁をすするなら不要ですが（笑)500円前
後で買えます。

１０．計量カップ＆スプーン

　きちんと量ることはおいしい料理を作る上で重要
ですね｡100均で買うと良いでしょう。

１１．ざる

　ボウルとセットで買いましょう。思ったより必要で
す（笑）

このあたりが必須アイテムでしょうか。
次は調味料です♪

必需品

　経済学部４年のシュウセイです。４年生になって、まずは、就職先を見つけて、資格の勉強をしようと思ってます。
あと１年の大学生活を旅に出たり、新たなことをしてみたりして、楽しみたいです。（シュウセイ）
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　調味料編

１．塩

　基本の調味料。これを持ってない人はそうそういな
いでしょう。とっても重要な調味料です。

２．砂糖

　煮物なんかで使うなら、三温糖（茶色っぽいやつ）が
いい味を出します。

３．しょうゆ

　家庭料理の強い味方です。砂糖としょうゆの甘辛い
味付け加減を覚えると、手軽に一品が作れるようにな
りますよ♪

４．味噌

　日本古来の調味料。出し入り味噌が便利です。おい
しいみそ汁はポイント高いです（何のポイントだよ）。

５．酢

　疲れた時に酸っぱいものっておいしいですねぇ。野
菜をスライスして酢和えにするとかオススメです。
ラーメンにかけると・・・

６．みりん

　おいしい煮物はみりんから。とか言ってみたり。ホ
ントですよ♪

７．油

　とりあえずはサラダ油があればいいでしょう。個人
的にはゴマ油が好きです。

８．酒

　調理酒やワインなど、作るものによって用意すると
ワンランク上の料理ができます。入れすぎに注意。（私
は結構どばどば入れちゃいますが）

９．胡椒

　下宿生のおかずの第一歩は、野菜炒めの塩胡椒加減
です。頑張りましょう。

１０．だしの素

　あるのとないのでかなり料理のランクが変わってき
ます。「これさえいれときゃおいしくなるんだ」と豪語
する人もいるくらいです（実話）

１１．固形コンソメ

　洋風のレシピでよく使います。お手軽おしゃれメ
ニューの強い味方です。野菜をこれで煮ただけのスー
プで風邪を乗り越えた記憶があります（笑）

１２．ソース、ドレッシング

　できた料理にかけるだけでなく、これらで炒め物な
どしてもおいしいですよ～♪

１３．ケチャップ、マヨネーズ

　冷蔵庫にあるととっても便利です。

調味料はこのくらいあれば充分でしょう。
後はアナタのやる気次第です！

いろいろ書きましたが、まずは「なんかつくってみる」ことが
重要です。適当でも構いません。

自炊はすればするほど上手くなります。

個人的には、料理本やインターネットで簡単なレシピを探
してレパートリーを増やすのがオススメです。写真付きの
ものだとできあがりがイメージしやすくて良いですよ♪

↑　ある日の料理風景

　もう四年になりました。早いものです。今は就活真っ最中なのですが、終わったら英語とか勉強しつつ、キャリアアップ
＆キャリアプランについての企画ができたら良いなぁと思っています。勉強の目的って何だろうと思った方は佐藤優の

「獄中記」を読んでみてはいかが？（みっくす）
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ビーフシチュー＆ポテトサラダ

・ お肉が柔らかくなるまでしっかり煮込んであげましょう。
・ 野菜を早く入れすぎると、煮くずれてどろどろになっちゃいます。
・ ルーは焦がさないよう、炒めすぎないように注意しましょう♪

牛肩ロースかたまり肉　　　　500g
    野菜ジュース   　　　　　　　500g

にんにく　　　　　　　　　　2片
オリーブオイル　　　　　　　適量
赤ワイン　　　　　　　　　　1カップ
コンソメ　　　　　　　　　　2個
オールスパイス　　　　　　　6粒
にんじん　　　　　　　　　　1本
ブロッコリー　　　　　　　　1個
たまねぎ　　　　　　　　　　1個
マッシュルーム　　　　　　　8個
強力粉　　　　　　　　　　　大さじ3
パプリカ　　　　　　　　　　大さじ1

第二章　 料理魂

☆ビーフシチュー （４人分）☆

①にんにくを刻んで、野菜ジュースと混ぜる。

②牛肉を一口大に切り、塩、胡椒をふる。
　フライパンを熱してオリーブオイルをひき、肉の表面

に焼き色を付けてからとりだす。

③フライパンを洗って、オリーブオイル大さじ2杯、強力
粉大さじ3杯を入れ、中火で炒める。茶色くなったら火
を止め、赤ワインを加えてなめらかにのばし、ルーを
作る。

④ルーを鍋に移し、①、②、コンソメ、水2と1/2、すりつぶ
したオールスパイスを加えて火にかける。

　　アクをすくいながら、肉がやわらかくなるまで煮る。
　　めやすは40分くらい。

⑤にんじんは乱切りにして面取りをし、さっと下ゆでし
て多めの油で炒める。

⑥ブロッコリーは小房にわけ、さっと下ゆでする。
⑦たまねぎは櫛切りにして炒め、マッシュルームは４つ

に切る。
⑧鍋に⑤、⑥、⑦の野菜を入れ、パプリカを加えてさらに

煮込む。

⑨野菜に火が通って肉とスープの味がしみこんだら完成！

☆作り方☆

春休みに行われた料理会のメニューのレシピを掲載します♪

今回は「作れるとちょっぴりおしゃれな一品」ですね☆

☆作り方のポイント☆

↑　完成品です。

　以上15人の学生委員で、これからMe~diaをお届けしていきます。みなさん、どうか最後までおつきあいくださいね☆
(編集部)
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①じゃがいもを皮付きのまま洗って鍋に入れ、浸るくらいの水と塩をひとつまみ入れてゆでる。

②箸が刺さるくらいになったらざるにあけ、皮をむいてボウルに移す。

③たまねぎを大きめのみじん切りにする。にんじんはいちょう切りにしてさっとゆで、塩もみにする。

④じゃがいもにマヨネーズを加えながら木べらで潰し混ぜる。

⑤野菜（にんじん、コーン、玉ねぎ、グリーンピース）を加えてさらに混ぜる。

⑥胡椒をちょっと多めにふったら完成！

じゃがいも 　　５個

にんじん 　　1/2本

コーン（缶詰） 　　100g

玉ねぎ 　　１個

グリーンピース 　　100g

マヨネーズ 　　適量

塩 　　適量

胡椒 　　適量

☆作り方☆

今回は新生活を始められる方にスポットをあてました☆

料理ができるって（男の子も女の子も）ポイント高いらしいので、頑張りましょう（笑）

私見では、自炊を続けるコツは「上手に手を抜く」コトです。

無理せず怠けず、長い目で見ながら自炊を続けていきましょう♪

☆ポテトサラダ（４人分）☆

・マヨネーズの加減とつぶし加減でいもの食感が変わってきます。
・じゃがいもは皮付きのままでゆでましょう♪

☆作り方のポイント☆

あとがき

ちょっと写真が悪いけど、味はグーですよ♪　→

文責：食生活班

　さてさて、ここからは普段のページ下に戻ります。今回のお題は、「はる」です！
　……あれ？せっかく季節に合わせたお題なのに、春ではない「はる」を語る学生委員がちらほら…。
　一癖も二癖もある学生委員Me~dia編集部が語る「はる」は、一体どんなものでしょうか？ (編集部)
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▼南部購買の募金箱

　新入生のみなさん、はじめまして。名大生協ユニセフ班です☆
　私たちは、名大生協組合員のみなさんに平和や国際協力について高い意識をもってもらえるように、さま
ざまな活動しています。
　このページでは、ユニセフについて、またユニセフ班とその活動について紹介します☆

私たちユニセフ班の活動としては、次のものがあります。
◆生協の各店舗においてあるユニセフ募金箱の設置と募金
　の回収
◆名大祭でのユニセフカードやフェアトレード商品の販売
◆国際協力や平和に関する学習会の実施
◆生協ウィンターフェア(12月にあります)におけるフェア
　トレード商品の販売
　今年は、国際協力や平和のために活動している他の団体
の活動に参加して、組合員の皆さんに紹介していきたいと
思います！

　ユニセフは国連の中にある非営利機関で、世界中の子
供たちの命と健やかな成長を守るために活動しています。
　そのユニセフによる活動の一例を挙げましょう。
◆幼い子供の命と成長を守る
◆子供の命を守るための予防接種の実施
◆安全な水と衛生を確保する
◆すべての子供たちが教育を受けられるようにする活動
◆虐待や搾取から子供たちを守る
◆HIVと戦うための活動
◆子供ために力を結集させるための努力
◆そのほか緊急支援活動

▼名大祭での一コマ。フェアト
　レード商品を販売しました。

ウィンターフェア
の様子。

▼

　名古屋にいると、「春がきた」という実感がなかなかもてません。雪が降らないせい？それとも地面が少ないせい？山育
ちの私には少し寂しくもある季節です。ちなみに「ハル」と聞いて「涼●ハルヒ？」と反応してしまったことは内緒ですよ
(・_・;)（のん）
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　ユニセフやユニセフ班のこと、だんだんとわかってきましたか？
　次は、「学習会って何をするんだろう？」「フェアトレードって何？」といったギモンに答えながら、ユニセフ班の活
動についてもっと詳しく紹介しちゃいます♪

　ユニセフ班では、名大祭や冬の生協まつりといったイ
ベントに参加してUNICEFやフェアトレードの紹介や
ユニセフ班の学習会の成果を展示しています。
　昨年の名大祭では、名古屋大学平和憲章委員会と共同
して『ミニ平和資料館』として、世界の児童労働、フェア
トレードについての展示や、フェアトレード商品の販
売、喫茶を行い、多くの人に世界の現状を知ってもらう
ことが出来ました。

　ユニセフ班の学習会では、ユニセフ活動やフェアト
レード商品(FTP)、その他の国際問題についてテーマを
決め、それに基づき各自資料を作成して話し合い、見識
を深める活動をしています。
難しそうな印象をもたれるかもしれませんが、調べる過
程で今まで知らなかった事実に出会うことが出来るし、
それに学習会当日は堅苦しい感じは無く、和やかな雰囲
気でとても楽しいです♪

◆児童労働について
◆各国のＦＴの認知度から、ＦＴの現状を学ぶ
◆南北問題について
◆フェアトレードの先進国と途上国の関係
◆プラン・インターナショナルとは
◆ユニセフによる教育支援活動
◆災害の発生から復興まで

　昨年度の学習会で扱ったテーマは…参
考

▼学習会の様子。
　和気あいあいとした雰囲気を伝
　えきれないのが残念です(> <)

イベントに参加！ みんなで学習会！

☆ちょっとコラム☆☆ちょっとコラム☆

フェアトレードって？フェアトレードって？

　　世界では、劣悪な労働条件で働く労働者たちが多く世界では、劣悪な労働条件で働く労働者たちが多く
存在します。その中には違法に働かされている子供た存在します。その中には違法に働かされている子供た
ちも少なくありません。ちも少なくありません。
　フェアトレード　フェアトレード(FT)(FT)は、そうした子供たちのようなは、そうした子供たちのような
生産者への賃金を保障し、環境に配慮した製品のみを生産者への賃金を保障し、環境に配慮した製品のみを
扱う貿易の形態です。扱う貿易の形態です。
　ユニセフ班では、有志を中心に、班全体でフェアト　ユニセフ班では、有志を中心に、班全体でフェアト
レード製品の販売などを通し、知識を深め、Me~diaや名レード製品の販売などを通し、知識を深め、Me~diaや名
大祭などで皆さんに紹介しています。大祭などで皆さんに紹介しています。

　このようにテーマは多岐に渡っています。今年度の学習会では、昨年度のような資料を作成する学習会の他に、ビ
デオ鑑賞といった新しい形の学習会も計画中です。
　ユニセフ活動などの国際問題に興味がある方は、是非一緒に学習会を行いましょう！

文責：ユニセフ班

 どうでしたか？少しでも興味や疑問、自分の考えを持っていただけたら嬉しいです。私たちはより多くの人々に平

和や国際協力について考えてもらい、そして実践のために活動していきます！

　この前祖母の家に行った時、湿布を祖母の背中に貼りました。祖母曰く「上手な人が貼ると、はがしやすい」そうです。
きっと看護師のように技術をもつ人だと上手なのでしょうね。私も頑張って「はる」技術を身につけたいものです。そんな
風に祖母に喜んでもらえる日がくるかしらん。(じぇにぃ )
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学 読 本 舗
vol.13

■学読班ってこんな団体です■
正式名称は…

書籍からのお知らせ

　こんにちは、最近読書してますか？「春休み期間、だらだらしちゃったよ…」という人、「忙しくて

ゆっくり読書する暇なんてとてもとても…」という人、いるかと思います。

　「大学生は本を読まなくなった」と言われることが多いですが、うららかな陽気の中、ゆったりと読

書をするのもいいですよ♪

　「学生に読書をすすめる班」です。
　メンバーでお互いに好きな本の紹介をしたり、その本を交換してみんなで読んだりすることで、楽しむとと
もに、それぞれの視野を広げていけたらと考えています。また、生協の書籍店舗と協力して、生協組合員の人が
いろいろな本に挑戦するきっかけになるような企画を行っています。

メンバー大募集！
　学読班では随時メンバーを募集しています！「本が大好き」って人、「苦手だけど他の人はどんな本を読ん
でいるのか興味ある」って人、「自分の感動した本を紹介したい」って人など、どんな人でもOKです。
　新入生の場合は4/6の新旧交歓会で生協委員になるだけ。２年生以上の場合は学生委員会までお問い合わせ
ください。

●新入生のみなさんへ
　4/9（月）から南部食堂にて教科書の販売を行います。必要な教科書はなるべく早くに購入す
るようにしましょう。

●新書の日
　書籍では毎月新書の日といって、新書を3冊以上購入すると15％ OFFになる日を設定していま
す。今月は4/28（金）の予定です。これを機会にぜひぜひ読書にチャレンジしてみてください★

Me~dia 4　学読本舗

○普段の活動

　週に一度、みんなで集まって最近読んだ本の紹介をしたり、書籍で行う企画の話し合いをしたりしています。
　また、昨年は「耐久８時間読書」などの読書イベントを班内で行ったりしました。
○生協書籍での活動　

　昨年度は『学読的活字中毒』（年2回拡大版実施）を行いました。今年も続けていきますのでお楽しみに。

こんなことやってます

　「はる」で何書こう…「春」「貼る」「張る」…とか考えている内に同音異義語について思考が飛び、英文の和訳で名詞に意
味が複数あるときはどの意味を選べば良いんだろうとか考えてしまい…気づいたら１時間経ってました。。。（シバ）
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　最初に、これは参考書ではなく短編集です。猿蟹合戦についての議論から始まり、老人４人の
リレー小説を描いた物語で終わります。
　私のイチ押しは「時代食堂の特別料理」です。思い出の料理によって、お客さんに食べること
の喜びを思い出してもらうという内容です。日頃当たり前のように食事をしている我々にとっ
ても、食べるという行為の大切さを再認識させてくれます。「食べるということは、生きる歓び
なのです」

　他にも、一人の老人が次第にボケていく様をリアルに描いた物語など、読んでいて退屈しない作品ばかりです。是非ともご一読を！

活字中毒
学読的

◆4月の本◆

『世界の日本人ジョーク集』
早坂隆 著

中央公論新社 　価格：798円
ISBN：978-4121502025

『なぜ、男は「女はバカ」と思ってしまうのか 』
岩月謙司 著　

講談社　価格：735円　
ISBN：978-4062721776 

　学読班では今年度も『学読的活字中毒』と題して班員がお薦め
の本を毎月紹介していきます。
　この中から２冊一緒に購入すると何と15％ OFF ！のうれしい
特典付き。今回はページの都合上、7ポイントという超小フォン
トサイズでお送りいたしますm(__)m（この文は9ポイントです）

今年度もいろいろな本を紹介していきます。みなさんもお薦めの本があったら教えて下さいね♪

Me~dia 4　学読本舗

　多くの日本人は外国からどういう風に見られているかを把握していないのではないか？と
考えた著者が集めた、日本人に関するジョーク本です。自分達では意外に気付かない国民性を
うかがい知ることができます。どうやら日本人＝金持ち、勤勉のイメージが強いようです。
　また、ジョークで様々な国の比較がされていて、日本だけでなく各国の捉らえ方も異なり、
なるほどと思えるものばかりになっています。

　「中国古典を侮るべからず！」
まさにその一言に尽きました。読み

進めていくと、一つ一つの言葉が心に響きました。高校
時代の漢文の授業の時のように、文章を朗読したくなっ
てしまいました。今回取り上げられている思想家は、老
子、荘子、孫子といった古代思想の巨匠たちです。これら
の人物から学ぶことはたくさんあるはずです。皆さんも
是非、読んでみてください。

『中国古典一日一言』
守屋洋 著
PHP研究所　価格：670円
ISBN：978-4569563800

『国語入試問題必勝法』
清水義範 著
講談社　価格：670円
ISBN：978-4061847743

　これであなたの太田光観が変わる！？
　最近話題（問題？）の太田光。そんな彼の経歴がついに明らかになった。
意外だったのは、彼には文学的教養があることである。根暗だった高校時代の彼は、図書室にこ
もっていろいろと文学を読んでいたらしい。もしかしたら、彼のボケ能力はこうして培われたのか
もしれない（ボケに限らないが、漫才とかそういうのは頭の回転だけでなく、言語力も必要だ）。そ
う思って私も古典的名作に挑戦してみたが、あっという間に挫折した。太田は偉い。

　彼の偉大さの一端に触れたい方、あるいはその道で食っていきたい方は是非どうぞ。

『太田光自伝』
太田光 著

小学館 　価格：560円
ISBN：978-4094022865

「ひどい！私のことなんてどうでもいいんでしょ」「女ってわかんねぇな…」
なんて言う前にちょっとこの本を読んでみては？男と女の間には大きな壁
があると言いますが、こんなに思考回路が違うなら当たり前。男女はまるで

別のイキモノなのです。「何か伝わらないなぁ」と悩む女性の方に、「女がいると話し合いが進まな
い」と思っている男性の方にどうぞ。（両親のやりとりにも当てはまる部分が多々あります）

文責　学読班

『学読的活字中毒』は

南部書籍レジ前の

ブースで展開中！

～新学期拡大版～

　経済学者として名
高いウェーバーが学
生に対して行った講
演を本にしたもので
す。経済的意味での
職業、学問にたいし
ての心構え、学問についてといった論点ですね。経済学
的学問論というよりも社会学的学問論という気がします。

『職業としての学問』
ウェーバー 著
岩波書店　価格：420円
ISBN：978-4003420959 

　俵万智のエッセイか何かに「はる」という言葉は敬語なのに親近感を持たせる便利な言葉だ、というようなことが書いて
あった。春の日差しが感じられる今日この頃、皆様どないしてはりますか？ (みっくす)
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Kurukuru かんきょう班

牛乳パック回収

かんきょう班とは？

　かんきょう班というのは、まぁ簡単に

言ったら環境のことを考えて活動していこうと

いう団体のことです。なに？適当すぎてわから

ない？しょうがないなぁ、それじゃあ具体的に

去年何をやったか書き出していきます。

　なかなかいろんなことをやってるんですよ。

　ではいってみましょう！！

 其の1

マスコットキャラ:カメレオン

おいでやす！！

やあ、こんにちは。リサイクル君だよ～。
　まずはかんきょう班の主な活動である牛乳パッ

ク回収を紹介するよ！

　名大の北部購買の所には牛乳パック回収ボック

スというものがあってね、( 右の写真だよ！ ) そ

こに下宿生や院生のみんなが牛乳パックを入れて

くれるんだよ。そしたらかんきょう班の出番さ！

　これを回収して、生協を通じて「牛乳パック連

合便」としてリサイクルしてくれる業者に引き渡

すんだよ！

解説：リサイクル君

マイバック運動 其の2

次はマイバック運動について紹介するよ！
　南部購買では「マイバック運動 ( 買い物袋持参

運動 )」を行ってるんだけど、かんきょう班では

この活動の紹介も兼ねて Me~dia7 月号で「マイ

バックカード」を配布したんだ！

　この活動のおかげでマイバック運動が広く知れ

渡ることになったんだよ！

　マイバックカードだよ。

　300 円以上か 3点以上の商品を購入すると

　スタンプが 1 つもらえるんだ。

　スタンプをためると 100 円券がもらえるぞ！

　南部購買のレジでもらおう！

　牛乳パック回収ボックスの様子だよ。

　すごい量の牛乳パックだね！

　これを全部回収してリサイクルに出すんだ。

　何てエコロジーなんだろう！！

壱

弐

　今年は２月と３月が入れ替わったように３月が寒かったですね。桜もいつ咲けばいいか困ったことでしょう。ところで
旧暦では節分を過ぎると春なのですが、２月生まれのワタシは自分が冬生まれだと言い張ってます。だって冬すきなんだ
もーん（勝手者）。（リト）
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参 ポスター製作 其の3

今度はポスター製作についてだよ。
　「やっぱりリサイクルは必要だけど、そのため
にはしっかりゴミの分別をしないと！！」
　かんきょう班はそう考えて北部購買周辺のごみ
箱にポスターを貼り付けたんだ。
　効果もバッチリで、以前よりもゴミが分別され
るようになったんだ！やったね！！

右の写真ががそのポスターさ！

この写真じゃわからないけど、 実はとってもカラ

フルでわかりやすいポスターなんだよ！

ぜひ一度見てみてね！

リサイクル工場見学 其の4

まだまだあるよ！次はリサイクル工場見学だ！
　実際の現場を見たり、話を聞いたりしてきたこと
で、リサイクルにも様々なメリット、デメリットが
あることを学んできたんだ。
　これからの活動におおいに役立つ素晴らしい体
験だったよ！！

四

集合写真だよ。

このメンバーで工場見学に行ったんだ。

こっちは圧縮されたペットボトルだよ。

こうしてブロックにしてからリサイクルするのさ。これは回収してきたものを圧縮する機械だね。

この機械は何台かあって、 紙やペットボトル、

はたまた缶なんかも圧縮してブロックに

しているんだよ。

ここが見学に行った場所、 ｢ 知多リサイクルプラ

ザ ｣ だよ。

ここでは回収したものを分別して圧縮するだけで

製品に作り直すような作業はしてないんだけど、　

リサイクルの大切さは十分学ぶことが出来たよ！

すごい量の紙の山！

この紙のかたまりはビラや雑誌、 新聞などから

できているんだよ。

どうでした？なかなかおもしろい

活動してるでしょう？皆さんも少しでも

興味を持ってくれたらぜひ私たちのとこ

ろまで来てください。

　今年もまた新しいことをやっていきた

いと思うので、私たちと一緒に活動しま

しょう！！

文責：環境班(ひらのん)

　春といえば新勧の季節ですね。去年は奢られる立場だったけど、今年は奢る立場…。今からお金の心配をしています。
まぁ、新入生はカワイイから良いか。(ひっしぃ )
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　こんにちは、南食フレンズです♪南食フレンズは南部食堂とフレ
ンドリィ南部を拠点に活動するSSです。活動内容としては食堂での
企画に参加したり、店長さんと相談して食堂メニューに意見を取り
入れてもらったり（これによってメニューが増えることも！）してい
ます。
　昨年はケーキの試食やカットフルーツの試食・販売、おしるこの販
売提案をしました。また、席取り行為の横行する南部食堂の席取り撲
滅のため、ポスターによる呼びかけなどを行いました。今年は昨年ま
での活動に加え、他大学の食堂見学やもちつきなども行いたいと考
えています★

　4,5ページの「総生」の記事にも出てきましたが、SSは生協店舗の職員さんと総代で構成され、

より良い生協を目指すために活動している団体です。このページではSSがこれまでどんな活動

をしてきたのかを中心に紹介していきます。あなたが見たことのある活動はありますか？？

　私たち購買SSでは北部購買、北部食堂、南部購買に関わる活動をし
ています。昨年度は自分たちで提案して商品をさがしたスポーツ応援
企画をおこなったり、福袋を作って販売したりしました。今年も昨年
度の反省点をいかして何か企画をやろうと思っています。また、学生
と職員の方々とが一体となって活動しているので、私たちの希望を生
協の企画に反映してもらうことができます。たとえば昨年は、時差利
用券で交換してもらえるものの種類を増やしていただいたりしまし
た。さらに生協の裏話やこれからやる生協のイベントの先行情報など
お得な情報を聞くこともできます。興味の沸いた方はぜひ私たちと一
緒に購買SSで活動してみませんか。 

南食フレンズSS

購買SS

↑福袋制作中…

↑おしるこ販売の時の看板

Me~dia 4　SS 活動紹介

SSSS って何？

　花粉症の季節です。ここ数日何ともなかったのでマスク＆眼鏡を外していたところ、今日の朝から急に、くしゃみは止ま
らないわ、目はしょぼしょぼだわ…。ビタミンＣとか甜茶が効くらしいけど、やっぱり薬が一番？（まや）



B

　いかがでしたか？新入生の方でSSに興味を持った人がいれば、ぜひ４/ ６の新旧交歓会で総代に立候補して

くださいね。それでは、Me～ dia読者のみなさまもこれからのSSの動きにご注目ください！

南部書籍SS

フロンテSS

旅行サービスSS

　フロンテSSは理系地区にある、2006年５月にできたばかりの
Books＆Cafe FronteのSSです。フロンテSSは今までに、フロンテの２
階にある、フラーレンやDNAなどの分子模型を作成したり、オープン
したばかりのフロンテをアピールするケーキバイキングを実施した
りしました。ほかにも１年生の理系科目の教科書にはさみこんであ
る、先輩のお薦め参考書を紹介する冊子もフロンテSSが制作したも
のなんです。また学生と職員さんの仲がよく、雑談の中から学生の視
点に立ったフェアが実現したこともあります。おもしろそうと思っ
た方はぜひ参加してくださいね♪

　旅行サービスSSは旅行サービス部が提供しているサービスの広
報に日々いそしんでいます。今までにやったことは、旅行サービス
についてのアンケートと、着ぐるみを着ての街宣（？）活動です。ア
ンケートでは、他のSSの人に協力してもらっておよそ300人から回
答を回収しました。その結果旅行サービス自体があまり知られて
いないことがわかったので、その広報活動をするために着ぐるみ
を着ました。写真はそのときの様子です。夏（バニーとマツケン）と
冬（スノーマンとサンタ）の二回行いましたが、いずれも大盛況で
した。奇抜なことがやりたい人は是非どうぞ。　

↑ケーキバイキングの様子

↑ピンクバニー出撃前

　南部書籍SSは総代のメンバーと南部書籍の職員さんとで、週一回集まって楽ししく話し合いをしたりく話し合いをしたり、い
ろいろな活動を行っています。
装飾 季節に合わせた装飾をみんなで作りました。かわいいとなかなか評判ですよ♪ですよ♪
読書マラソン 大学生活４年間で100冊本を読もう！という読書マラソン。ビラを配ったり、名古屋を配ったり、名古屋大大学読
書マラソンコメント大賞の審査員などもやりました。
鍋企画 実際に書籍で売ってる本を使って鍋を作りました。次はお菓子作りに挑戦!?
院生と語る会 大学院のことって意外に知らない…というメンバーの声から始まった企画。お話を聞けただお話を聞けただ
けでなく、院生の方に紹介していただいた本を書籍で紹介したりしました。※南書SSは「院生と語る会」に
来て下さる院生の方を大募集中です♪興味を持って下さった院生の方は是非南部書籍においでください。
　こんな南書SS、楽しそうだな～と思ってくれた新入生、お待ちしています♪

Me~dia 4　SS 活動紹介

文責　Master

↓鍋！

　春という単語をネットで検索したら、某フリー百科事典でヒットしました。そこから某童話のリンクに跳んだら気にな
る言葉を見つけました。その言葉に跳んだら、自分が今まで不思議に感じていた症状のことが書いてありました。某童話に
ちなんだ病名なんですね。春とはまったく関係ないですが、僕にとって意外な発見でした。（だつ）
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Peace Now!21
　こんにちは！新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
　この記事では「平和」について書いていきたいと思いますが、どうしてMe ～ diaで平和なんていうテー
マの記事を書いてるかわかります？そりゃあわかりませんよね。入学したばっかりだし。
　先に答えを言ってしまうと、学生委員の母体は大学生協で、その生協の理念が

                                           「for peace and better life」
　というものなんですよ。「平和とより良い生活のために」ということなんですね。
　だから「平和」というテーマは、生協はもとより学生委員会にも欠かせないテーマの一つになっている
んです。ですからここで「平和」についての記事を書いて、皆さんに少しでも興味や関心を持ってもらえた
ら幸いなのでございます。

新入生の皆さんへ

今回のテーマは…

☆☆

私 空青の
八百津町の森づくり

…の体験レポートです。

～森と人とのコミュニケーション　環境から平和へ～

↑ 開会式の写真

八百津町の森づくり企画とは？

　さて、まずはこの企画がどんなものだったか説明しましょう。
　これは環境に興味を持つ東海地区の大学生と大学生協・全日空・ZIP-
FMが中心となり立ち上げた「私の青空 八百津の森づくり実行委員会」を
中心にして昨年10月に行われた企画です。
　具体的に何をしたかというと、1日目は林業の話なども交えつつの岐
阜県八百津町の森での間伐作業で、2日目は杉原千畝さん(プロフィー
ルは次のページをみてね）の記念館見学と館長さんからのありがたいお
話を聞いたりといったことをしました。実に濃厚で体力を使う2日間で
したが、参加者はみんな生き生きとしていました。ためになったなぁ。

ご存じ「モリゾー」と「キッコロ」に中部国際空港
セントレアのマスコットキャラクター「なぞの
旅人 ふー」。みんなで参加してくれたぞ。

→

　私は３月生まれなので、春がすきです。寒かった冬も終わり…って、３月ってこんなに寒かったっけ？（momo）
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森づくりの大切さ
　ここで森作りの大切さをお教えしましょう。
今回の八百津では森づくりと称して間伐作業を
行ったんですけども、これがどう森の環境に作用
するんでしょうか？
　まず「間伐」という作業は森の木を伐採して、木
の生える密度を一定に保つ、という作業なんです
な。あとは下草を刈り取る｢下刈り｣、生育を阻害
する潅木（かんぼく）を切る「除伐」なんていう作
業もあります。こういう作業をしないと森には木
がたくさん生えるけど、どの木もひょろひょろに
育ってしまって、土砂崩れとかが起きやすくなっ
たり栄養をためておく力が弱くなったりしてし
まうんです。だから人が手を加えないといい森に
は育たないというわけです。
　こういう話が直に聞けたのもこの企画のいい
ところでした。

　LEGOLGEL（ルゴルジェ）さん。
　開会式でライブをしてくれた。
　24時間テレビに出演したりドラ
ゴンズの川上憲伸のテーマ曲を手
がけたり、さらにはヴォーカルの
HILUMAさんが「世界ウルルン滞
在記」に出演とかなりの活躍っぷ
り。
　当日は実際に間伐作業にも参加し
ておられた。

→

　照屋美穂さん。
　東京都出身のシンガーソングライ
ターの方。映画"フラガール"の主題歌
日本語バージョンを歌ってたりと、
なかなかの活躍っぷり。
　閉会式で癒し系の歌を歌ってくれ
た。

←

ライブをしてくれた方々

　杉原千畝さんとは、政府に背いてまで第二次世界大戦中
に亡命しようとするユダヤ人へのビザ発給により約６千
人もの尊い命をナチス・ドイツの迫害から救った八百津町
出身の外交官です。
　彼は、その功績から世界中のユダヤ人から日本のシンド
ラーと呼ばれて全世界の人たちから尊敬の念をむけられ
ています。

杉原千畝さんとは？

←　杉原千畝さん。
　自分の腕がふくれ上がり、万年筆
が折れるまでビザを書き続けた。
　まったくもって立派な人だ。

館長のありがたいお話

　館長の話を見学の前後で聞かせていただきました。
　ビデオを見ながら色々と当時の社会的な背景などを話してい
ただいたのですが、その中でも印象的だったのは、"一番悪いの
はヒットラーでもナチスでもなく、その状況を生んでしまった
国民達だ"という一言。学校のいじめと本質的には同じで、誰か
が勇気を出せばむざむざそんなことは起こらないはずだ、とい
うことでした。いい話が聞けました。

　千畝さんの書斎が再現された部屋。
　ここで実際にビザを書く体験ができる。
　実際に書いてみると結構時間もかかり、大変だった。

杉
原
記
念
館

　
　
　

  
見
学

↑ 今年も10月20日にもう一度八百津企画があるので、興味を

持った人は参加してみよう！！詳しくは生協のお店で。
告知

文責:ひらのん

　「ちょっとぉ、何してはるんすか!?」と、関西弁では「～はる」は敬意を表します。経済は東海圏、文化は関西圏の三重県。学
生委員会の中で唯一の関西弁使いは、関西弁をしゃべるというだけで芸人にされます。…え？自分から進んで芸人になっ
とるんやろがって？（ハムハム）
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皆さんこんにちは！

桜の季節になり、新学年も始まる事ですし心機一転頑張っていきたいとこで

す。さて、この時期になると各地で新勧の嵐が見られますね。そしてこのMe

～ dia伝言板にも沢山の新入生達がやって来ます。

今回はそんな新入生達のために名大おすすめスポットと方言についてお送

りします。

おすすめの場所は文

系総合館です。「文系

～」と名前にはつい

てますが、全学教育棟と近いので

理系の人でも活用できます。1階

には充実したパソコンルームが

あって時が経つのを忘れます。3

階には自習スペースがあって、み

んなで一緒に勉強したい時に最

適！そして最上階は…そこそこの

見晴らしが期待できます(?)

                                 （ＬＬＰ）

名大おすすめスポット名大おすすめスポット

誤変換誤変換
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）

僕も理系の人間なんであんまり利

用することはないんですが、自習

スペースなんかは図書館が使えな

いときに大勢でおしかけてまし

た。結構快適なんですよね。飲食で

きなくて寒いのが難点なんですけ

どね…。

理系地区は森ばっかりのイメージ

ですけど、意外にきれいな建物が

多いですよね。Books Fronteな

んかはよく利用してるんですが、

まだまだ行ったことのない場所が

たくさんあるので一度探検してみ

たいものです。

これも理系地区ですね。確かに理

系地区は夜になると真っ暗だろう

から肝試しできそうですよね。特

に工学部棟は古いから…。迫力が

ありそうです。

ロマンチックな言葉がなんかやたらと

怖くなりますね。それにしても、歌の歌

詞をケータイで変換したことなんてな

いなぁ、ＳＭＬさんはどんな状況で変

換したんでしょうか？

●Me～dia伝言板
取り扱い説明書●　

この伝言板は、投稿テーマについ
ての投稿や読者の投稿への返答
etc.を、Me～ diaを通じて交流す
るページです。

理系地区は、おすすめ

スポットがいっぱいあ

ります。                (Y)

夜になると工学部４

号館できもだめしが

できます。ぜひどう

ぞ（迷惑）      （さめ）

歌の歌詞をケータイで変

換したら…「初めて朽ち

付けした」口づけでしょ。

何だこの誤変換。　　　

　　　　　　　　　           （ＳＭＬ）

　暖かくなって春を感じている今日この頃。春になると気分一新してやる気が起きます◎　もうすぐ、紫外線が気になり
始める時期かな...（シュウセイ）



Me~dia 4　Me~dia 伝言板

B

方言について方言について

瀬戸弁があります。名

古屋弁と微妙に違う

のが笑えるトコロ。

「…でしょ」→「…やら

～」         （和ちゃんと調ちゃん）

イラストイラスト

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）：ひっしぃ　　　　　 

次号の投稿のテーマ次号の投稿のテーマ

かわいいイラストとともにうれし

いお言葉ありがとうございます。

Me-dia伝言板は僕も大好きな記事

なんでみんなでよい記事にしてい

きましょうね！

埴輪スタイルですか、男性の僕とし

てはそういうの見ると少しがっかり

した気分になります（笑）

僕は名古屋市民なんですがその言

葉はしらないなぁ。かなり極所的

な方言なんでしょうか？極所的な

方言といえば、僕の地域では自転

車の後輪につける棒のことを「あ

んぼう」と呼んでいるんですが、こ

れもなかなか他の人には通じない

…。

愛知県内でも東側と西側で結構

違ってくるんですよね。「じゃん・

だら・りん」は東側で使われてる、

三河弁ですね。「じゃん・だら」はよ

く聞いたり使ったりするんです

が、「りん」は全くないですねぇ。

瀬戸弁っていうのは知らなかった

です。でも「…やら～」は聞いたこ

とがあります。

（ＳＭＬ）

（和ちゃんと調ちゃん）

小学生のとき、通学

路以外の道を通って

帰ることを「ツーム

シ」（通学路無視）と

言ってました。他の人に言っても

通じない…これも方言の一種だっ

たのでしょうか!?         （ＳＭＬ）

私は愛知県民なのに

「じゃん・だら・りん」

を大学で初めて知り

ました。方言は難しいですね。              

                                      (S.N)

　　　　　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。

投稿の仕方

その他
その他、今回の投稿へのメッセージや取り上げて欲しいテーマ、
イラストなども募集してます。

次号のMe-diaは6月号です。6月といえば、

じめじめした梅雨の時期…。ということで、

次号のテーマはこの2つです。

雨の日のエピソード

雨の日はいつもとは全然違った
感じがします。そんな雨の日の
エピソードを募集します。

私の気分転換方法

雨の日の鬱陶しい気分を爽快に
させるような、あなたの気分転
換方法を教えて下さい。

　「就職なら、HAL。」というCMを見聞きしたことがあります。コンピュータ総合学園HALに進学した知人の行方は遥とし
て知れません。彼、もうすぐ就職の時期なんですがねぇ…。（ひろひー）
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学生委員会だより４学生委員会だより４
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
新入生歓迎特別号

　新入生の方には初めまして、在校生の方にはこれからもよろしくということで。こんにちは、学生委員会です。学生委

員会とは生協に所属する団体で、お手元の冊子「Me～ dia」の制作・発行や様々なイベントの企画・実行をしています。

この記事では、学生委員会の紹介と、最近の活動・今後の活動予定について紹介しようと思います。

学生委員会はこんな組織っ！

　学生委員会は生協に所属する組織で、組合員の声を生協に伝え、生協を
通じて企画を行う学生団体です。同じように他の大学にも○○大学生協
学生委員会、といった組織があり、学生委員会同士での横の繋がりもあり
ます。もちろん、学生団体としてサークルのような一面も併せ持ち、楽し
く活動しています♪

どんな活動をしてるんだろう？

　学生委員会では「学生が生協を通じて充実した大学生活を送れるよう
に」という考えの下、一年中様々な活動を行っています。具体的には…
☆Me～ diaの編集　　　 ☆オープンキャンパス　☆生協ガイダンス

☆新歓Webの制作＆運営　☆名大祭への模擬店出店

☆新入生向けの友達作り企画（渡る世間は友ばかり等）etc...

まだまだご紹介したいところですが、紙面が足りなくなってしまうので
この辺でご勘弁を。詳しくは学生委員会のＨＰをみてね！

☆新メンバー募集のお知らせ☆ ～一緒に活動。してみませんか？～

　4　5　6　7　8　9　10　11　12　1　2　3　(月)
学
生
委
員
会
体
験
会

合
宿
・
引
継
ぎ

総
代
会

通常期活動・Me ～ dia製作

新入生歓迎活動

名
大
祭

サ
マ
ー
フ
ェ
ア

ウ
ィ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

防
災
イ
ベ
ン
ト

全
国
総
会

経
済
学
部
推
薦
入
試
対
応

工
学
部
推
薦
入
試
対
応

↑生協に所属する学生委員会の位置づけです。
　生協と組合員をつなぐ為の組織の一つです。

↑2006年度の活動を表にしてみました！

学生委員会

総代

生協委員

教職員委員会

留学生委員会

院生委員会

名
大
生
協
理
事
会

組合員
生協に加入
している人( )

(※次のペー
ジを見てね)

連絡先
E-mail : student-c@coop.nagoya-u.ac.jp
Web : http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp
Tel : 052-781-5195
Add:千種区不老町1 名古屋大学 消費生活協同組合 学生委員会

こんな人に特にオススメ！

◇素敵な冊子を作りたい人（新歓冊子・Me ～ dia）
◇全国に友達の輪を広げたい人（他大と繋がりがあります）
◇イベントを企画してみたい人
◇生協の食堂、店舗の運営に関わりたい人
◇議論がしたい人、論理的な考え方を身につけたい人
◇パソコンが使いこなせるようになりたい人
◇生徒会っぽいことをやりたい人
◇とにかく新しいことをやってみたい人、挑戦したい人

興味を持った人は…。

○説明会・体験会に参加してみる。
○学生委員会室（南部食堂裏）を覗いてみる。
○学生委員会主催の企画でスタッフに声を掛けてみる。
○総代・生協委員になってみる。
○この冊子のアンケートを編集部に送ってみる。
○下記の連絡先に連絡してみる。

学生委員会…ってなに？学生委員会…ってなに？学生委員会…ってなに？学生委員会…ってなに？

　やっぱり春といえば…なんでしょうねぇ？そういやぁ春とかってあんまりイメージ無いなぁ。あ！あったあった！新勧
ですよ！新勧！あのおぞましいと呼べるほどの勧誘ですよ！
1年生の皆さん、配る方も必死ですのでビラくらいもらってあげてくださいね。(ひらのん)
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◎地図DAGAYA◎

　新入生向けの名大周辺のお店情報満
載の地図です。東山キャンパス大学構内
図・名大周辺路線図も載っていて、慣れ
ないうちは何かと便利です☆

◎よくわかる名大◎

　大学生の生活情報を広く深く盛り込んだ
冊子を新入生全員に配布しました。学生委
員会の情報も、より詳しく載っています。こ
れ１冊で新入生の悩みの大半は解決!?

◎受験宿泊対応◎

　前期試験前日にホテルに相談コー
ナーを作り、受験生や保護者の方の質問
に答えたりしました。試験当日は試験会
場への引率も実施しました。試験前の受
験生の不安解消に役立てたと思います。

◎新入生総合センター◎

　新入生に生協の手続きの解説
や下宿探しのアドバイスなどを
しました。手続きはスムーズにい
きましたか？

◎しんかんWeb2007◎

　新入生向けの企画を告知したり、受験生・新入生のサポート
掲示板を運営しました。新入生サポート掲示板はまだ継続中！

◎つどえ！推薦生！！◎

　推薦合格の新入生で集まってパー
ティをしました。40名程の方が参加し、
席替えゲームやプロフィールビンゴで
盛り上がりました！

◎渡る世間は友ばかり◎

　新入生対象友達作り企画を行いました。3/28・29と２回開
催し、多くの方が参加し、班対抗でゲームをして最後はみんな
仲良くなりました☆

◎総代meeting♯８◎

　3/6に総代meeting#8を開催しました。各SS（SSについて
は26ページを参照。）の活動発表・来年度の希望SS調査等を
行いました。来年度の活動に向けての準備をしました。

◎生協ガイダンス◎

　4/5に愛知県体育館で行う、
新入生に生協店舗の利用方法
や教科書の購入方法について
説明するガイダンスです。新
入生は必ず行くように！

◎総生ガイダンス◎

　クラスで選ばれた総
代・生協委員の方のため
の説明会です。総生同士
の交流を深める目的もあ
ります。

◎ぶらり名古屋巡りの旅◎

　初めて名古屋で生活する下宿生向けの企画です。こ
れから住み始める名古屋の観光地を巡ってみよう！
という企画です。4/7に行うので、興味のある方は是
非ご応募を。

◎SC説明会◎

　学生委員会(Student Committee)に興味がある人、入ってみた
い人のための説明会です。4/11(水)・18(水)・25(水)の14:30 ～
16:00に全学教育棟の教室で行います！ぜひ来てね！

◎SC体験会◎

　日時は4/14(土)・21(土)、場所は○○○○でやります。体験会
では、説明会よりも実践的な内容で学生委員会の魅力をたっぷ
り感じてもらいます。

文責：学生委員 芝川雄太

　２・３月は、主に受験生・新入生への企画を行いました。新入生の中には利用・参加した人も多いのではないでしょうか？

◎Springセミナー◎

　5月に東海の各大学の学生委員が集まる合宿にも参加予定。
他大学に友人ができます☆

　今後もしばらく新入生への企画がいっぱいです。どうぞお見逃しなく！

(※説明会・体験会は複数回行いますが、内容はどの日でも同じです。)

アドレスはhttp://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/nusc/sinkan2007/

２月・３月の活動紹介２月・３月の活動紹介

４月・５月の活動予定４月・５月の活動予定４月・５月の活動予定４月・５月の活動予定

２月・３月の活動紹介２月・３月の活動紹介

↓対応の様子

↓ビンゴの様子

↓下宿探しのアドバイスの様子

　なにか面白い「はる」は無いものかといろんな辞書を引いていたところ、こんなものを見つけました。HAL→Windowsで
異なるCPUに対応するなどハードウエアプラットフォームの違いを吸収するためのプログラム。HALを通じてハードウエ
アにアクセスすることで異なるプラットフォームでも同じ周辺機器のドライバーを利用できるようになる。(Master)
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Me~dia 4　ゆうべのひとこえ

　Me ～ dia4はいかがでしたか？
　ゆうべのひとこえは読者のアンケートに対して編集者がフィードバックする形式でお届けしています。
　Me ～ dia2は春休み中でアンケートが少ない号でしたが、今回も３ページでお送りします♪（広告つき）

Co-op Information

　理カフェ情報はありませんか？  
 （和ちゃんと調ちゃん）
→理カフェ…懐かしい響きですね(今の名称
はフォレストですね一応)。Co-op Infomation
ではMe ～ dia発行の２週間くらい前の時点
の情報なので、掲載していないフェアなども
やっている可能性があります。生協のウェブ
サイトも合わせてチェックしてみてくださ
い。 (だつ)

　ふわたまオムライス食べに行ってみようと
思います。 （LLP）
→僕は食べ損ねました。。。お味はどうでし
た？ (だつ)

　これを機に少しくらいは本を読もうかしら
… （SML）
→最近僕の部屋が積読状態です。読み始める
とおもしろくなってとまりませんね。 (だつ)

　フェア情報早く知れてよかったです。 （Y）
→僕たちは記事を書く際に、最新情報をお届
けするために〆切ギリギリまで情報を待って
いるのでけっこう気が気ではないです(笑)。  
 (だつ)

　高速バス乗り場はちゃんと教えてほしいで
す。間違えて教えられて乗りすごしました…。 
 （バニーちゃん）
→それはお気の毒なことを。。。声カードで投
稿するなり直接文句を言うなりしてみてはい
かがでしょう。同じ思いをする人をなくすた
めにも！ (だつ)

　たしか171はNTTであれば、毎月１日に試し
に使ってみることができるんですよね。  
 （LLP）
→携帯電話の災害掲示板サービスもときどき
使えるみたいですね。 （ひでっちょ）

　大学内は危ないトコロだらけなんですね
…。 （和ちゃんと調ちゃん）
→大学の地盤は固いらしいので少し安心で
す。 （ひでっちょ）

　「棚」が見えにくいです。P6の絵の中のやつ
です。…棚であってますよね？ （SML）
→棚で合ってます。解像度の設定が上手くい
かずに画像が荒く･･･無念。 （ひでっちょ）

　この記事で部屋の整理をしました。  
 （ジャンバラヤ）
→と、偉そうに書いた筆者の部屋は無惨な状
態。ごめんなさい。 （ひでっちょ）

防災ー亡き妻が遺したもの

ショッカータイムス
国際貢献してみよう

　　冬はやっぱり鍋ですよね!ただ具をつっ
こめばいいと思ってましたが、いろいろコツ
があるんですよね!! （Zitorone）
→こだわればいくらでもこだわれますよ。こ
れでアナタも明日から鍋奉行ですね～。  
 （ショッカー）

　とってもおいしそうでしたので、キムチ鍋
を作りました。 （和ちゃんと調ちゃん）
→どうでしたか？キムチ鍋は体が温まってい
いですよね。 （ショッカー）

　みぞれ鍋というものを初めて知りました。
ぜひ食べてみたいです。 （S.N）
→意外と簡単に作れるので、友達を集めて
作ってみましょう。 （ショッカー）

　今年から下宿したのでぜひ鍋パーティを
やってみたいと思います♪土鍋って意外と安
いですよね。 （さめ）
→いいですねぇ。みんなで鍋を囲む時間はプ
ライスレスですからね♪ （ショッカー）

　おかゆを炊くのですか!?わがやではやって
いるトコ見たことないです…（泣） （SML）
→実はこっそりやっているかもしれません
よぉ。 （ショッカー）

土鍋って意外とデリケートなものなんですよ
ね。知らなかった～。 （LLP）
→見た目はごついんですけどねぇ。大切にし
てあげてください♪ （ショッカー）

　フェアトレード商品、今度見つけたら、（お
金があって気が向けば）買ってみようかな。。
 （SML）
　今度フェアトレード商品が売っていたらひ
とつ買ってみようと思います。 （さめ）
→ぜひ、国際貢献の1つの方法としてお買い
求めください☆ （編集部）

　ウインターフェアお疲れ様でした。私も一
杯買いましたよ♪ （Zitorone）
→豚に真珠とはよく言ったものですが、モノ
の価値というのは人それぞれなんですね。自
分が好きなものを他人が好きだとは限らな
い。エゴに陥ってはいけません。やはりウィン
ターフェアなくして人生は語れません。
 （ユニセフ班）

　スハル
4 4

トはインドネシアの軍人、政治家である。第2代大統領。30年におよぶ長期政権を担い、同国の工業化、開発独裁を
強権的に推し進めたが、アジア通貨危機後の政治不安、社会不安を沈静化できず、大統領職を辞任した。在任中から、親族や
部下への不正な利益供与などについての批判を集めており、辞職後、その法的責任を問われたが、            (右ページに続く)
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Me~dia 4　ゆうべのひとこえ

　もしかしてその急行っていうのは埼京線？
な～んちって… （LLP）
→「埼京線には急行がないみたいですね、残
念！」だそうです (梅床)

　斎京先生はユーモアあふれる方ですね！  
 （Zitrone）
→生徒や僕には、よく白い目で見られてます
ね。 (梅床)

　…手抜き!?いや、そんなことないですよね。
失礼しました（汗） （SML）
→先生がいないと、ここまで何もできないと
は…。精進します。 (梅床)

　次回は休講、電車は急行⇒一日好とあえる
ことまちがいなし!! （和ちゃんと調ちゃん）
　参考になりました。 （Ｙ）
　私は１年なので過去の講義を知ることがで
きておもしろかったです。 （S.N）
→これからもよろしくお願いしますね。  
 (梅床)

　私が１年のときも地図DAGAYAにはお世話
になりました。 （Zitrone）
→おぉ、有難うございます！名古屋市民の私
もたまに使うんですよ。 （ひろひー）

　渡る世間はおにばかり…  
 （和ちゃんと調ちゃん）
→そうそう、名大は鬼の先輩ばかりだぜ、ぐへ
へへ…なんてことはありません。ちゃんとフ
レンドリーですよ。ね？ （ひろひー）

　推薦入試…懐かしいなぁ… （SML）
→懐かしいなぁ…。推薦してほしいのにして
もらえなくて、前期で受けました。羨ましい
なぁ…。 （ひろひー）

隔月特別講座共済基礎

学読本舗

Peace Now! 21

学生委員会だより

PI-X

Me ～ dia伝言板

　ピクロス雑誌とかは量が異常なので、Me
～ diaのピクロスが丁度いいです。 （LLP）
→そうですよね～。ああいうのってすごいで
すもんね～。 (ひらのん)

　楽しかったです。もう少し難しくしてくだ
さい。 （和ちゃんと調ちゃん）
→ま、まじすか！？もう少し難しくっす
か！？…わかりました！また今度作りましょ
う。 (ひらのん)

　確かに前号よりすごく簡単でした。でも、こ
の冊子に載せるならこのくらいのレベルが
ちょうどいいのかも…？ （SML）
→そうそう、今回はラクにしたんですよ。まぁ
～基本これくらいでやってこうと思います
が、たまには強烈なのも入れようかな～なん
て思ってたり思ってなかったり…。  
 (ひらのん)

　少し簡単になって何とかできるようになれ
ました★ （S.N）
→それは何より！一人でも多くの人に楽しん
でもらえるのが一番です！ (ひらのん)

　いつも研究の合間に楽しくやってます。 （Ｙ）
→いい感じに暇つぶし道具として使われてあ
の問題も本望でしょう！ (ひらのん)

　”へめへめくつし” …知りませんでした！
なんか結構リアルな感じ。 （LLP）
　「へめへめくつし」がとてもおもしろかった
です。 （Ｙ）
→僕も初めて知りました。「へのへのもへじ」
よりも人間らしいですよね。誰かに教えたく
なります。 （ひっしぃ）

　ほうれん草の冷凍保存は私のうちでもやっ
ています。お弁当などに便利ですよね!!  
 （Zitrone）
→僕は自宅生なんで、料理はするけどもあま
り保存方法は気にしないです。でも、一人暮ら
しだと重宝されそうですね。 （ひっしぃ）

　次号からが楽しみです！ （S.N）
→今号から本格的に始まりました。この記事
の99％は皆様のアンケートによってできて
るので、どしどしアンケートを送ってきてく
ださい。 （ひっしぃ）

　こうやってみると、日本の平和をいろいろ
みてきたみたいですね。来年はイラクなど世
界の平和もみてみたいです。 （Zitrone）
→最初は「身近なところから目を向けてみよ
う」と言って始まったページですから、なる
べく取っかかりやすいテーマを選んできまし
た。もっとグローバルなテーマも取り入れら
れたらなとは思っています。 （ハムハム）

　みんな平和についてちゃんと考えているん
ですね！これなら将来が安心です。 （SML）
→一人ひとりが、ちょっとでも興味を持って
くれると嬉しいです。 （ハムハム）

　星野ジャパンに千一羽鶴！（仙一）  
 （和ちゃんと調ちゃん）
→送ってあげてください。 （ハムハム）

　興味深い読み物です。 （Ｙ）
→ありがとうございます。ぜひ次からもアン
ケートを送ってください。 （ハムハム）

　アンケートの紹介を読んで平和の重要性を
改めて感じました。 （S.N）
→ありがとうございます。狙い通りです。  
 （ハムハム）

　平和憲章も成人式なんですよね。 （さめ）
→ぜひ平和憲章エッセイに応募してくださ
い。今年は20周年記念で力を入れておりま
す。 （ハムハム）

　おぉ！「国語入試問題必勝法」!!読んだ…
ことはないけど、友達が昔、読んでました。  
 （LLP）
→せっかくですので、今度はLLPさんが「国
語入試問題必勝法」を読んでみてはどうです
か？この本は結構おもしろいですよ。 （学読）

　いつも良い本を紹介して頂き、ありがとう
ございます。 （ジャンバラヤ）
→いえいえ、どういたしまして。ジャンバラヤ
さんのお力になることができてうれしいで
す。 （学読）

　もう少し面白そうな本ないですか…。  
 （和ちゃんと調ちゃん）
→「こんな本を紹介してください。」という提
案をアンケートでしてもらえれば、今度紹介
しますよ。 （学読）

　「一日一読」を読んでみたくなりました。  
 （S.N）
→いい本なので、是非読んでください。１つ１
つの文章が心に響きますよ。 （学読）

高齢化・健康問題を理由に起訴は取り下げられている。現在、病気療養中といわれている（以上wikipedia）。
が、私とは何の関係もない。（ひでっちょ）



24

　ミルクプリンカムバーック （Zitrone）
　裏表紙のミルクプリン、もうやらなのです
か？何気に楽しみにしていたのですが…。  
 （SML）
→はい、ミルクプリン再来です♪ちなみにこ
のミルクプリンは理系ショップで購入したも
のです。購買が閉まっていて、北部食堂は売り
切れてました。 （momo）

　ロゴマークけっこうカッコイイですね。い
ろんなとこで探してみます。 （S.N）
→ありがとうございます☆結構乱用してます
ので見る機会は多いと思いますよ。このロゴ
マークの付いたオレンジ色のパーカーにも注
目してみてください。 （ひっしぃ）

Me~dia 4　ゆうべのひとこえ

◎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 ～ dia2アンケート当選者（敬称略）

＜今回のアンケートは11枚でした＞

経済学部１年 スノーマン
工学部１年 うけい
工学部１年 SML
医学部１年 バニーちゃん
法学部２年 Zitorone
理学部２年 和ちゃんと調ちゃん
工学部２年 さめ
経済学部３年 LLP
農学部４年 Y
法学部他　 ジャンバラヤ

人気記事ランキング♪

Me ～ dia2

PI-X（ピクロス）

第１位（３票）

第２位（１票）

※このランキングは、Me ～ dia2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。

　次回以降は、アンケートがたくさん集
まってランキングが活況することに期
待します☆

学読本舗/防災/ショッカータイムス
Me ～ dia伝言板

卒業・修了予定の皆様へ

裏表紙

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 10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」「Me～dia伝言板」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。

注目!!

表紙

その他

　あれ、発行部数って減っちゃいました？？
（僕の勘違いだったらごめんなさい） （LLP）
→Me ～ dia2は、テスト期間中配布のため、発
行数を少なくしています。Me ～ dia4は１年
生全員に配布するのでいつもの３倍以上でお
届けします♪ （編集部）

　表紙がCuteですネ （和ちゃんと調ちゃん）
→最初はバレンタインをイメージしようとし
たんですけど、途中で断念…。よく探してみる
とその名残があります。探してみてね☆  
 （ひっしぃ）

歓喜の叫び

　やったぜ！ピクロスの人気が結構

あるみたいです！いやぁ、うれしい

なぁ！毎回毎回問題解く前に答えが

大体わかるからつまんねぇとかいう

意見も来なかったし！私は嬉しいで

すよ！みなさん！これからもPI-X

をよろしくお願いします！！

 (ひらのん)

PI-X
編集
者よ
り

　どうでしたか？暇つぶしくらいにはなったでしょうか。
　次号からは一年生が入ってさらにパワーアップします。これからもお楽しみにしていてくださいね！ (編集部)
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大学生活は可能性が無限大！

いろんなことにチャレンジすべし！（SML）

がんばれ新入生!!旅行サービスに入ろう。（バニーちゃん）

旅サSSおもしろいよ。（スノーマン）

これまで積み上げてきたものを

忘れないうちに、TOEICや家庭

教師をやっておこう!!（LLP）

名大構内はとても広いです。

ぜひいろんな場所を探検して下さい（Y）

みんなで名大をよりよい場所にして

いこう！（S.N）

大学生三原則

あせらず・くさらず・こわがらず。

（和ちゃんと調ちゃん）

規則正しい生活を送れるよう

がんばってください。（さめ）

初
志
貫
徹

（
編
集
部
一
同
）

新入生のみなさん新入生のみなさん

入学おめでとうございます★入学おめでとうございます★

「４年間これだけはやりきっ

た！」というものを１つは作って

みてください。そうすれば活き活

きとした大学ライフがおくれる

はず!!（Zitorone）

　ところで、このページ下を書いているのは〆切のちょうど一時間前です。しかも、隣では作っているのは、同じく一時間
後に〆切がやって来る『生協パーフェクトガイド』。さあ大変だ。しかしあとちょっとです。みなさん、応援していてくださ
いね！！無事に〆切に間に合ったらば、みなさんのもとにこのMe~diaが届いているはずです。(編集部)



 ●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。
  ●多色の場合(今回もそう)はマスの色が変わるとき
に白マスが入らない場合がある。

例：　１        １　→　                         、

新入生の皆さん、ご入学おめでとうござい
ます！皆さんは大学に入ってから何したい
と思ってます？私は研究たくさんしたいと
思ってます！え？なに？お前のことなんか
知らん？ごもっともです。

まぁそんなこんなで今回のピクロスは新
入生の皆さんはこれからお世話になる、在学
生の皆さんはお世話になってる名大の施設
を問題にしてみました。

さぁ！解いたって！！

今月の問題

答えは4択になってます。
下から選んでください。

A.南部食堂

B.中央図書館

C.豊田講堂

D.全学教育棟
 ▼イラストロジックの解き方

 基本的なルール

文責： ひらのん

先月の解答
2月号の解答は

　　「おに」
　　　　　　　　　でした。

図書カード 1000 円分の当選者は S.N. 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?
今回もちょっと難しかったですよね。ご苦労様です。

解答図

Me~dia 4　PI-X

2

2
2

2

…この部分は青で塗ってね

１ 青 青

などなど

ところで今私が食べているのはミルクプリン。生協の愛が63円で買えるという優れものです。そして私が二食連続で食
べたご飯は豚キムチ味のカップラーメンです。こっちは170円くらいでお腹いっぱいになれるという優れものです。そして
今私が手を伸ばそうとしているのがリポ○タンDです。最後に頼るべきはやっぱりコレですね。(編集部)
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編集後記

Me~dia4のアンケート締め切
りは5月2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~dia6は5月21日発行
予定です。お楽しみに!!

　書きたい特集テーマが
二つあったんです。「新
しいこと、始めよう」とい
うテーマ1と、「大学での
4or6年間の目標を持とう」
というテーマ2。どっちに
しようかえらく迷いまし

た。日曜日の昼間から委員会室(学生委員会
の部室)で考えて、考えながらずっとうろう
ろと歩き回って(癖なんです)、「うーん、う
～ん…」と言いながら、1時間が経ち2時間が
経ち…、ようやく決心しました。テーマ1で
す。えぇ、妥協しましたよ。テーマ2、書き
たかったなぁ…でも…。あ、そうそう、「こ
んな記事書けYO」みたいなご意見がありま
したらアンケートにどうぞ。(ひろひー)

　こんにちは。ハムハムで
す。この文章は、新入生
総合センターで書いていま
す。そう、新入生の皆さん
が生協の資料の入った手提
げ袋をもらったり、お部屋
探しをした場所です。「金

丸 遼」の名前を覚えてくれてる人ってどれ
くらいいますかね？あのですね、来年新入生
アドバイザーをやってくれる人を募集してる
んですよ。今年総合センターへ来てくれた
人、来年はスタッフとして総合センターへ来
てみませんか？私たちアドバイザーは、名大
生協学生委員会のメンバーでもあります。ぜ
ひみなさん、学生委員になりませんか？いい
んちょとして、お願いしますっ！！(ハムハム)

　巻末スクープ！～謎の
病原菌を追え～　それは
３月のある日のこと。猛
烈な腹痛に襲われた私は
トイレに駆け込んだ。そ
して、ファイトを繰り広

げた。結果は惨敗だった。腸の中の善玉
菌が全滅してしまった私は、一週間下痢
に襲われることになり、その間絶食を強
いられた。それはまさに地獄の日々だっ
た。腹は減るのに食えない！極限の飢餓
の中、（中略）。何が言いたいかという
と、健康には留意しましょうということ
です。(ひでっちょ)

　どうも、じぇにぃで
す。お花見の記事を担
当いたしました。久々
に記事書いたなぁ。
やっぱり記事書くの

は楽しいです。さてさて、新入生の
みなさんは期待と不安で胸がいっぱ
いなことでしょう。思い切っていろ
んなことにチャレンジしてください
ね☆さて、私も二年生になることだ
し、気を引き締めてガンバらなくて
は！おりゃぁ！！まぁそのまえに　
花見でまったりと･･･(笑)(じぇにぃ)

春眠期間？を経て、学読
班も活動開始です。と言
いつつ、シラバス取りに
行ったり履修登録したり
と班員もみなさんと同じ
ように忙しない新学期を

迎えております。これが終わったら読書！
といきたいところですが,講義には出なきゃ
いけないし、出たら出たで春だから(!?)眠
いし…。理想を言えば、うららかな天気の
下、飲み物とかお菓子を持って２グリで読
書とか良いですねぇ。あ、そろそろUV対策
しないと日焼けしてしまいますよ～。そん
な学読班、今年度もまったり活動していき
ますので興味を持った方、おいでませ～。
(学読班)

　前回に続き今回もどう
やらMe-diaに載せること
が出来たらしいです。ユ
ニセフ班の熱意、目的、
歴史、その他諸々を公に
できたのは紛れもなく学

生委員会の方々のおかげです。特にひろ
ひーさん、お世話になりました。この号
の記事はとにかくひろひーさんの助力が
大きい。ぶっちゃけ助力なんてものでは
ないくらい。ありがとうございます。つ
いでにぶっちゃけると人手不足です。コ
コを読むくらいまめな方、是非ユニセフ
班に顔を出してください。かなりウェル
カム状態です。(ユニセフ班)

　ちなみにこのページは最後から数えて二番目です。どうやらそろそろお別れの時間がやってきたようです。〆切もやっ
てきました。このおまけコラムもひとまずおしまいです。
　じゃ、また二ヶ月後に会いましょう。お元気で！ (編集部)



  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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祝入学・祝進級

　入学・進級おめでとうございます。この１年もMe-diaをよろしくお願いします。さてさて、今回は皆さんの声にお応えしてミ
ルクプリンが復活です。４月号のテーマは入学、進級を祝して、　　　　　　　　です。
　なお学生委員会では新しい仲間を募集しています。

名称：学生委員会
特長：モチベーションが高い・好きな活動が
出来る・まじめな議論が出来る・提案という
ことが出来る・無限に広がる可能性・社会勉
強・いろいろな人との交流・みんなが仲良し
人数：２年生６人・３年生５人・４年生４人

名称：洋生菓子
原材料：生乳・グラニュー糖・植物
油（パーム油、ヤシ油）・脱脂粉乳
・卵黄・コーンスターチ・食塩・香
料・ゲル化剤（増粘多糖類）
内容量：１００ｇ

｢祝」


