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今月もお得な情報を紹介します♪
生協の最新情報はWEBでも確認することができます。
まずはhttp://www.nucoop.jp/にアクセスしてみてください。

パンフ
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Me~dia 6　Co-op Information

2 　みなさん、お久しぶりです☆このコーナー、通称「ページ下」では、今回も無駄に充実したコラムをお届けします。どうぞ
しばらくお付き合いください
　【報告】学生委員会に新たに２人のメンバーが入りましたので、さっそく自己紹介してもらおうと思います。（編集部）

６

サマーフェア開催！

①期間中の利用レシート総額5,000円につき1回抽選！（上限10回）
②期間中に食堂で400円利用する毎にもらえる抽選補助券を4枚集めれば1回抽選！

（対象は北部食堂、ゆ～どん、ダイニングフォレスト、フレンドリィ南部、南部食堂、
医学部食堂です。北部麺コーナー、全てのカフェ、パンだが屋前弁当販売所は除きま
す。）

今年も人気の抽選会やります！

日時：6月28日（木）・29日（金）
場所：北部厚生会館玄関・BookｓFronte
南部厚生会館玄関・医学部購買（医学部は30日(土)のみです）

まずは以下の２通りの方法で抽選券を集めよう。

抽選券を獲得したら…

景品は

お楽しみに！

サマー抽選会

▲

PC・家電品フェア

▲

掘り出し物満載！

・期間中、利用総額の５％相当の購買・書籍利用券進呈！
・日替わり特価品・台数限定特価品をたくさんご用意！
・カスタムメイドPCの購入は事前予約がお得！
   前の週に予約をすると、事前予約特典があります。
・期間中は電子辞書1,000円OFF　　　(医学部購買は30日(土)までです）

6/25(月) ～ 29(金)

抽選会



Me~dia 6　Co-op Information

3　経済１年の横井といいます。あだ名はウナムと言います。気分次第で口調が陰鬱から軽薄まで変化します。小説好きで
す。文章苦手です。この自己紹介とりとめないです。よろしくお願いします。（ウナム）

旅行・サービス部からのご案内

　夏休みのプランはもう立てましたか？ちょっと早いと思われるかもしれませんが、
今の時期が計画時です。お申し込みやご相談は旅行・サービスのカウンターまでお越しください。

パ ン
フ

●海外旅行（フライト、語学研修、ツアー）
●帰省きっぷ（JR、私鉄、高速バス、フェリー等）
●TDR等のテーマパーク

ほか、お得なきっぷやツアーを受付中です。

どこかへ出かけよう
　忙しくて前期の間は自動車学校に通えな
かった…という人、夏休みにじっくり通って
みてはいかがですか？ 2 ～ 3週間の合宿形式
で免許取得を目指す「宿泊プラン」、近場の

自動車学校に通う「サマープラン」をご案内

しています。

免許を取ろう！

 全品  全品 480480円円

食堂部の企画

カリーフェア
●ホクホクロールキャベツカレー
●とろ～り温泉卵と野菜のカレー
●ふんわり卵と焼きトマトのカレー
●４種類のきのこのカレー
●チキンと野菜のカレー
●キムチ入り海鮮カレー

6/4(月) ～ 8(金)

Books Fronteの企画

　組合員の方は大学生協と提携している会社ではレ
ンタカーを生協価格で借りることができます。夏休
みに友達同士でちょっと遠出…なんて時にも便利で
すね。詳しくは店頭のパンフレットを参照してくださ
い。

知ってましたか？
レンタカーをお得に借りられます

全品 480円全品 480円 　期間中、岩波書店の「単行本」「文庫」「新書」が
15％ OFFで購入できます。

ブルーバックス15％ OFFフェア
　期間中、講談社ブルーバックスを3冊以上
一括で購入した場合15％ OFF。

～ 6/14(木)

～ 6/7(木)

岩波書店15％ OFFフェア

文責  常任理事  山垣由希
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　　名古屋ボストン美術館は、米国ボストン美術館の正式な姉妹館です。名名古屋ボストン美術館は、米国ボストン美術館の正式な姉妹館です。名

古屋ボストン美術館自体の所蔵品はなく、特定のテーマに添った美術品を古屋ボストン美術館自体の所蔵品はなく、特定のテーマに添った美術品を

ボストン美術館から借り受けて展覧会を実施しています。ボストン美術館から借り受けて展覧会を実施しています。

　現在のテーマは「　現在のテーマは「子どもの世界子どもの世界」と「」と「アメリカ車のデザインアメリカ車のデザイン」です。」です。
また過去には「また過去には「ヨーロッパの肖像画ヨーロッパの肖像画」、「」、「日本の絵はがき日本の絵はがき」などが展示されて」などが展示されて

いたことがあります。いたことがあります。

　名古屋ボストン美術館は、名古屋の副都心金山総合駅の南口前にあり、　名古屋ボストン美術館は、名古屋の副都心金山総合駅の南口前にあり、

金山南ビル3F ～ 5Fにあります。金山駅から徒歩１分なので交通アクセス金山南ビル3F ～ 5Fにあります。金山駅から徒歩１分なので交通アクセス

は抜群です。は抜群です。

■最寄り駅：金山総合駅
■開館時間：10：00 ～ 19：00（火～木）、10：00 ～ 17：00（土・日・祝・休日）
■入館料：900円
■http://www.nagoya-boston.or.jp/data/f01_01.html

アメリカ絵画
子どもの世界
～ 8月19日（日）
　17世紀から20世紀前半のア
メリカを代表する画家たち44
点の作品が展示されています。
作品を見ていけば、時代によっ
て子供達の描かれ方が異なるこ
とがわかります。
　教職を取っている人は必見!?

　美術館に行ったことはありますか？どこも同じと思うかもしれませんが、各美術館によって
それぞれ特徴やコレクションが異なります。今回は名古屋市内の４つの美術館を取り上げてみ
ました。実際に美術館にある絵画を見ることで新しい自分を発見できるかもしれませんよ☆

◆名古屋市美術館◆
　名古屋市美術館の作品は４つのテーマに基づいています。
①1910年から1930年頃のパリでの作品である「エコール・ド・パリ」

②メキシコの壁画や近代美術作品である「メキシコ・ルネサンス」

③中部地方にゆかりのある「郷土の美術」

④第二次世界大戦後から現在に至るまでの「現代の美術」

　名古屋市美術館は先の都知事選に出馬した黒川紀章氏の設計した建物
で、１年生の仮装行列の舞台でもある白川公園内にあり、周りを緑に囲ま
れています。美術館の周りにも様々な彫刻をあるのでそれらを探してみる
のもよいでしょう。

ダリ展　～ 7月11日（水）

　サルバドール・ダリは1904年のス
ペイン生まれです。2004年はダリ
生誕100周年にあたり世界各地で展
覧会が開かれました。ピンとはねた
口ひげが特徴で、ダリ展ではダリの
写真も見ることができます。

◆◆名古屋ボストン美術館名古屋ボストン美術館◆◆

■最寄り駅：伏見駅または大須観音駅
■開館時間：9：30 ～ 17:00、金曜日は20:00まで(入場は閉館30分前まで)
■入館料：200円（ダリ展は900円）
■http://www.art-museum.city.nagoya.jp/index.shtml

美術館で待ち合わせ？美術館で待ち合わせ？美術館美術館

　どうも、医学部保健学科１年の松澤克哉です。長野県から来ました。周りは畑が広がっている所です。よく友達から、「イナゴ食
べるの？」とか「ハチノコおいしい？」と聞かれます。確かに食べるけどそんなにムシャムシャ食べませんよ。名古屋に来て、やっ
ぱり田舎がいいと思い始めている今日この頃です。（マツカツ）
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Me~dia 6　美術館で待ち合わせ？

　愛知県美術館は国内外の20世紀美術が中心と　愛知県美術館は国内外の20世紀美術が中心と

なっています。国外の作品では、キルヒナーをはなっています。国外の作品では、キルヒナーをは

じめとするドイツ表現主義の絵画や彫刻、ミロやじめとするドイツ表現主義の絵画や彫刻、ミロや

エルンストなどシュルレアリスムの絵画、戦後アエルンストなどシュルレアリスムの絵画、戦後ア

メリカ美術などに優れた作品があります。メリカ美術などに優れた作品があります。

　愛知県美術館のある愛知芸術文化センターは、　愛知県美術館のある愛知芸術文化センターは、

名古屋市の中心部「栄」地区に建つ複合文化施設名古屋市の中心部「栄」地区に建つ複合文化施設

で、地上12階地下5階の建物内に美術館と貸ギャで、地上12階地下5階の建物内に美術館と貸ギャ

ラリー、3つのホールや情報センター、ラリー、3つのホールや情報センター、

芸術図書室などがあります。芸術図書室などがあります。

　ここに挙げた美術館は月曜休館です。また入館料は学生料金なので、美術館に行く時は学生証を必ず持っ
て行きましょう。心を静かにして、美術館の中で芸術作品と向かい合ってはいかがでしょうか？

■最寄り駅：栄駅　
■開館時間：10:00 ～ 18:00、金曜日は20:00まで（入館は閉館30分前まで）
■入館料：300円（プライスコレクションは900円）
■http://www-art.aac.pref.aichi.jp/index.html

■最寄り駅：大曽根駅から南南西に約15分
■バス停：徳川園新出来
■開館時間：10:00 ～ 17:00（入館は16:30まで） 
■入館料：名大生は無料
■http://www.tokugawa-art-museum.jp/

プライスコレクション
若冲と江戸絵画
～ 6月10日（日）
　プライスコレクションは、魅力に
満ちた江戸絵画の大コレクション
として世界的に知られています。
　ジョー・プライス氏は、伊藤若冲

（じゃくちゅう）の作品に心を奪わ
れてそれを購入したのを始めに、日
本の美術史家にも見過ごされてい
た江戸時代の個性的な画家たちの
作品収集を続けました。

”水”七変化　

-デザインされた水の形-  
6月2日（土）～ 7月16日（月･祝）
　つぎつぎに形を変える「水」。人と
水との関わりは、多くの美術工芸品
のデザインにも表れています。
　作品を通して、移ろいやすくとら
えがたい「水」の動きや状態を、形と
して表現してきた日本の美意識を
紹介します。

　徳川美術館は侯爵徳川義親の寄附によって昭和の初めに創立された美　徳川美術館は侯爵徳川義親の寄附によって昭和の初めに創立された美
術館です。術館です。
　収蔵品は戦国時代の合戦で使われた鎧や刀だけではありません。江戸時　収蔵品は戦国時代の合戦で使われた鎧や刀だけではありません。江戸時
代、大名のたしなみであった茶の湯道具や殿様の服装なども展示されてい代、大名のたしなみであった茶の湯道具や殿様の服装なども展示されてい
ます。ます。
　また世界的にも有名な「　また世界的にも有名な「源氏物語絵巻源氏物語絵巻」も徳川美術館に保存されてい」も徳川美術館に保存されてい
ます。原本の展示は保存上極めて短時間に制限されているため１年に１回ます。原本の展示は保存上極めて短時間に制限されているため１年に１回
程度しか展示されませんが、映像システム、やレプリカを中心にいつ来て程度しか展示されませんが、映像システム、やレプリカを中心にいつ来て
も源氏物語絵巻を鑑賞することができます。も源氏物語絵巻を鑑賞することができます。

◆◆徳川美術館徳川美術館◆◆

◆愛知県美術館◆

文責：momo

　さて、次のページからはいつも通りお題を出して学生委員に答えてもらいます☆　今号一つ目のお題は…「スランプ対処法」
です！学生委員にもスランプというものがあり、その人なりのとっておきの解決法もあるようです。次のページをめくる
と、そこにはあなたがスランプから抜け出すきっかけが隠されているかもしれません…。（編集部）
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心の瞳で自分を見つめれば

自己分析って何？

どうして自己分析をするの？

　自己分析とは何でしょうか。自己分析とは読んで字のごとく、自分を知ることです。もう少し細かく言えば自分が
何者であるかという個性（性格、得意不得意、好き嫌いなど）を冷静に見つめ直し、明らかにしていく作業のことです。
　ちなみに自己分析と自分探しの違いは、前者は内面的な思考を通じて自分を明らかにしていき、後者は外界と積極
的に関わることによって新たな自分の一面を発見していくという違いがあるそうです。

　自己分析という言葉は就職活動をする際によく聞きます。が、就活に必要だから、自己ＰＲを上手くするため、とい
う理由から自己分析するのは、自己分析を十全に活用していることにはなりません。
　自分を見つめ直すのは、自分のやりたいことや適性を発見することにつながります。これは、就職だけでなく、大学
生活の中で自分は何をしたいのか、するべきなのかを見定める上で非常に有用です。ですから、就活という機会をわ
ざわざ待つまでもなく、自己分析は誰もが必要なものなのです。

自己分析をする方法はいくつかあります。
１．専門のカウンセラーに助けてもらいながら自己分析する
２．本などを頼りに独力で自己分析する

　専門家に頼るのが一番簡単な方法です。しかし自己分析というのは自分でやることに意味がある一面もあるので、
一度自分でやってみることをお薦めします。そこで、自分で気軽にできる自己分析の方法を紹介します。

　早いもので、もう６月です。「今年こそやるぞ！」と４月には思っていた方も、じとじとした時期
になると、ついやる気が鈍ってしまうかもしれません。そんなときは一服して、じっくり自分と向
き合ってみるのはいかがでしょうか。今まで気づかなかった自分に会えるかもしれません。

自分の過去を見つめ直す 現在の自分がわかる なりたい自分を発見！

Me~dia 6　心の瞳で自分を見つめれば

どうやって自己分析をするの？

☆

☆

☆

　他ごとをして、取りかかっていることを忘れようとします。缶コーヒーでも飲んで休憩します。寝ます。クレヨンしんちゃんを
読んだり、漫才を見て笑います。でも結局、やらなければいけないことはやらなければいけないことのままで、もう一回取り組ん
でみようかなぁと思ってしまいます。（ハムハム）
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自分でできる自己分析

文責：ひでっちょ

自分はその出来事に
対して何をしたか、
なぜそのような対応を
したか

イベントを通じて何を得たと思うか

なぜその出来事が自分の
中で印象に残っているか

影響を与えている出来事

きっかけは何だったか

　自分一人で気軽に出来る自己分析
の方法の一つに、自分の過去にあっ
た大きなイベントを捉えて、「なぜ」
を連呼する方法があります。
　これは、自分の今までを振り返っ
て自分に起こった主要なイベントを
書き起こして自分史を作り、その中
でも特に自分に影響を与えたと思う
ものをピックアップし、それを重点
的に分析するものです。
　分析の方法は、その出来事に対し
て「なぜ」と問いつめることです。具
体的に考える「なぜ」は、なぜその出
来事が重要だと思うか、なぜそのイ
ベントは起こったのか、そのイベン
トの中で何をしたか、なぜそのよう
な対応をしたのか、などです。様々な
観点から問いかけてみると分析が深
まります。

Me~dia 6　心の瞳で自分を見つめれば

自己分析お薦めツール

　様々な自己分析用の本が出版されています。南部書
籍の入口から対角線上の隅の方に資格・就活コーナー
があり、そこに自己分析に関する本が置かれていま
す。本にはワークシートが附属してあることが多いの
で、本格的に自己分析をしてみたい方は一冊本を買う
ことをお薦めします。

　インターネットでも様々な自己分析の方法が紹介
されています。自分でワークシートを書いて分析する
方法だけでなく、所定の質問に答えるだけでアナタを
分析してくれるというツールを用意しているところ
もあります。特に就活紹介系のサイトの自己分析ツー
ルは充実しているようです。

参考文献
『やさしい自己分析』　中村一樹著　一ツ橋書店
就職NAVI　http://www.dnavi.com/job/column/3.html
AllAbout　http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20061207B/index3.htm

※他にも、自分の持つ自己イメージと他の人
から見たイメージとのギャップを深く考え込
むことによって自己分析をする方法がありま
す。自己分析の方法はたくさんあるので、自分
で探してみるのもよいでしょう。

↓簡易ワークシートです。書いてみよう！☆

☆

　スランプ？覚えがないので、自覚せずに乗り切ってきたんでしょうね。もしくは乗り切れてなかったんでしょうね。（momo）
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防災―
防災―防災― 亡き妻が

被災した地域の復興はおよそ以下のような段階を経て進んでいく。

１．避難生活の安定

２．インフラの整備

３．個人の住居の再建

４．就職等の公的生活への復帰

５．心の癒し

６．新生活へ

　被災してから精神的に立ち直るまではおよそ1年、被災してから経済が立ち

直るまではおよそ10年かかる。長期戦になるのは必須じゃ

7th chapter　復興生活編
　目を覚ますと、そこは老人用養護施設だった―。
　過酷な生活を送り、公園で行き倒れた（？）時三は、老人用養護施設に収容され、人たるに値する生活を満喫してい
た。そしてそこで、亡き妻の面影を湛えた女性に出会う。
　だがつかの間の幸せは、養護施設の財政難に絶えず脅かされ続ける幸せであった。時三は、ささやかな幸福を守る
ため、荒廃しつつある養護施設を救うため、ついに立ち上がる。

時三（65）
　ついに防災ボランティ
アの実力発揮か。熱い男の
血がたぎるぜ。
　養護施設というのは災
害弱者が多数居住する場
所なので、もし諸君が被災
されたときでも、優先して
救助してあげてほしい。

ロドリゲス(??)
　時三の危機を聞きつけ、援軍
として駆けつける。彼のような
震災時のボランティアの活躍
によって、被災後の二次被害は
ぐっと減る。
　ところでボランティアという
のは、何も被災地外から駆けつ
けるだけではない。被災地の市
民の協力は何よりも得がたい。

第四回

復興への道のり

Me~dia 6　防災―　亡き妻が遺したもの

遺したもの

　爆風スランプの曲「Runner」を聴きます。爆風でスランプが吹き飛びますよ。(だつ)
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Further study

避難生活の安定

インフラの整備

　復興生活に取りかかるためには、避難生活が安定することが前提となる。
　というのも、めちゃくちゃにされてしまった生活を復興するのは並々ならぬエネルギーが必要じゃから、そのエネ
ルギーを生むに値するだけの生活を営めなければ、生活復興に勤しむことはおぼつかぬ。
　避難生活が安定したといえるためには、最低限「余震などの追加災害のおそれが著しく減少したこと」、「食料・衣
料・医薬品などの補給ラインが確立したこと」、「精神的に震災のショックから立ち直った」などの諸条件をクリアし
なければならないじゃろうな。先は長いが、急いては事をし損じるぞい。

　復興生活は公私両面から進められていくが、ここでは公的な再建計画を取り上げることとするぞい。
　まず再建は、瓦礫の処理などの対処療法から始まる。そこから水道管や道路の補修など避難生活に必要な支援へと
段階を踏んでいき、仮住居の再建という大きなターニングポイントを経て、町全体の再建が完成する。大規模な修復
工事が始まるようになると、町の復興は近いと言えるじゃろうな。

Further Study

　→被災者の自宅に補給物資を運
び込んでいる様子。補給物資が自
宅まで運び込まれるということ
は、余震が収まり、交通･治安があ
る程度復旧しているという事の証
明に他ならない。後は心の準備さ
え出来れば生活の復興に着手でき
るじゃろう。

　→自衛隊員による瓦礫撤去の様子
じゃ。震災があるや否や駆けつけてく
れる自衛隊は、震災時には非常に頼も
しい存在といえるのう。他にも、炊き
出しや、被災者の救助などをやってく
れるぞ。

時三はロドリゲスと共に物資の調達をした！
生活に必要な物資が増えた！
被災者意識が払拭された！
時三の生活レベルが１上がった！

―next stage! to be continued...▼

時三の住居近辺の街灯が増えた！
治安が１上昇した！
復興感が強まった！
時三の生活レベルが１上がった！
―next stage! to be continued...▼

避難生活の心得（再掲）
　避難生活については前号で詳
しくやったのじゃが、前号を見て
いない読者のために要約して再
掲しておくぞい。
１．体調管理に気をつけろ！
　飢えは我慢でしのげるが、病気
やケガは耐え難いぞ。
２．秩序だった行動を
　震災後は一種の無秩序状態。み
なの協力と忍耐が必要じゃ。

復興感と被災者
　復興したと言えるためには、単
に建物や経済が元に戻っただけ
ではなく、被災者が実際に被災期
を脱したと感じる必要がある。
　公共事業に関して言えば、建築
ラッシュが続いたり、夜の町が明
るくなったりすると復興感が高
まる。また、まちの共有物に思い
入れがあると復興感が強まると
いう興味深いデータもある。

Me~dia 6　防災―　亡き妻が遺したもの

　スランプ、ということが起きるほど私はなにかに秀でてる人間ではないのですが…やる気がなくなって、鬱っぽくなったら現
実逃避です。音楽聞きます。歌います。ゲームします。マンガ読みます。泣きます。寝ます。それにしてもDr.スランプアラレちゃん
はなにかスランプを解決してくれるのか？！（じぇにぃ）
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住居の再建

業務再開・再就職

　八割ぐらいの家は、住むのは可能な程度に生き残るので、比較的早期に生活復興に力を注げる。その場合は震災で
めちゃくちゃに汚れてしまった家の掃除や家財の整理などが住居再建の大きな仕事となる。
　が、残念なことに二割ほどの人は家が全壊してしまっている。その場合は避難生活は長期化することを覚悟しな
ければならない。家は一生の財産、たとえ公的援助を受けたとしても家を再び建てるのは容易なことではないから
じゃ。多くの人は避難所を出た後、親戚の家や近隣者の家を頼って生活する事になる。そして仕事を再開し、ある程度
の生活的余裕ができたらアパートに入ってマイホーム再建の機をうかがうことになるじゃろう。

Further Study

　職場の8割は何らかの形で被災するので、震災があれば多くの会社は一時的に休業することになるだろう。多くの
会社は、散乱する資料の整理に終われることになるだろうし、コンピューターも震災に弱いので業務をするどころで
はないはずじゃ。またもし勤務先が無事でも、交通・流通が麻痺してしまえば一部の業種を除き結局は商売にならぬ。
　1 ～ 2 ヶ月もすると仕事や学校は一応再開されるようである。しかし中には、震災の影響でそのまま廃業・退職を
余儀なくされるケースも少なくない。

ワンポイント Advice
出来るだけ姿勢を低くする

→煙や熱は上に行くので避ける。

逃げ口を背にして消火する

→万が一消火に失敗したときも
容易に逃げ出せよう。

水をかけて完全に消す

→火が消えたように見えてもま
だくすぶってるかもしれない。

　→今にも崩れそうなマンション。被災した建物
は外見からは窺えないダメージを受けていること
があるため、震災後しばらくしてから倒壊するこ
ともある。被災した建物に戻るときは、建物の構造
に問題がないことを真っ先に確認するべし。

　→こちらは銀行の倉庫の様子。乱雑に崩れ
てしまった倉庫の中身を整理しつつ、引き出
しの殺到に対応しなければならないという
激務に追われている。他にもコンビニなどの
小売業などは、震災が起こると物資を求めて
人々が押し寄せることになって大変じゃ。

時三はロドリゲスと共にぼろぼろの住居を修繕した！
快適な生活が送れるようになった！
復興感が強まった！
時三の生活レベルが１上がった！
―next stage! to be continued...▼

時三は企業戦士に復帰した！
生き甲斐がもたらされた！
復興感が強まった！
時三の生活レベルが１上がった！

―next stage! to be continued...▼

住居とお金のお話
　住居の再建には何かと金がか
かるが、その全てを個人が賄わな
ければならない、ということはな
い。あまり額は大きくはないが、
公的な援助ができる。その際には
被災状況を証明する写真がある
と便利じゃ。
　もし保険に入っていれば、そこ
からお金がもらえることもある。
入っている保険も要チェック。

Me~dia 6　防災―　亡き妻が遺したもの

　とにかく根性!!やり続ければいつかは必ずスランプ脱出するはずです。好きなことなら苦にならないのでひたすらやり続ける
ようにしてました。（ひっしぃ）
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精神状態の安定

被災後の時代へ

次回は、震災時の特殊な状況編です。
文責：ひでっちょ

　財産・経済状態の再建も重要じゃが、精神状態もまた再建・安定させなくてはならぬ。
　被災がもたらす精神への悪影響としては、第一に地震そのものによるショック、第二に避難者生活または二次災害
におけるショック、第三に一生涯つきまとうことになる心的外傷後スト レス障害（PTSD）が挙げられよう。
　いずれも発生は不可避であるが、症状を軽減していくことは可能である。カギとなるのは、同じ境遇にある人との
連帯感。近所づきあいがあったり、家族と十分な信頼感が醸成されていたりするとストレスが溜まりにくくなり、精
神の安定も保たれるようじゃ。

Further Study 　→プライバシー保護のため写真でお見せできないの
が残念じゃが、ストレスなどの心理的障害を癒やす一番
の方法は、専門家によるカウンセリングじゃ。心理的な
ショック・疲労で死者が出ることもあるため、阪神大震災
以降はカウンセラーも現地入りをするようになった。

時三は心理カウンセリングを受けた！
精神上の毒が吐き出された！
精神的な再建を遂げた！
時三の生活レベルがＭＡＸになった！

―next stage! to be continued...▼

ストレスの受けやすさ
　驚くかもしれぬが、実のところ
世代別に見ても、性別で見ても、
ストレスの受けやすさに統計上
有意な違いは見受けられないの
じゃ。ストレスをどの程度感じる
かは、年齢・性別・職業といった属
性などではなく、被災者個人個人
の性格や他者との関わりの度合
いによって決定されると言えよ
う。

No Picture

Me~dia 6　防災―　亡き妻が遺したもの

　冒頭にも書いたが、被災してから経済的に立ち直るためにはおよそ１０年

の時間が必要になる。じゃが経済的に復活を遂げたとしても、それでHappyEnd

になるわけではない。

　Ａ：震災を機に地域の連帯が生まれ、力強く復興を遂げる

　Ｂ：震災が元で地域がバラバラになり、復興は外見だけに終わる

　この二つの将来のうちどちらの未来を辿ることになるかは、震災生活・そし

てその後の被災者の意識によって決まることになる。

　ぬ？わしはどうなったかじゃって？むふふふふ…秘密じゃ。

　スランプなど相手にせずに前進あるのみ。ところで、スランプっていうのは成長に必要らしいですよ。（ひでっちょ）
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第42回

今年もやってきました六月。
梅雨です。ムシムシです。ジメジメです。

迂闊に食材を放置しておくと、アナタのおうちにも悲劇が！？
　　　

☆防腐処理SP☆

ショッカータイムス
　第一章　特集ページ

　其の1　冷蔵庫・冷凍庫の整理整頓

　とりあえず、何はともあれまずはここから。ぎっちぎちにモ

ノを詰め込んだ冷蔵庫なんてただの箱です。冷えません。
さらに、冷蔵庫の中でモノを腐らせるとヒドイ目にあい
ます。（経験者は語る。涙。）
　掃除をするときは覚悟を決めましょう。食べない、使ってな

い、賞味期限が危ないetc・・・捨てましょう。そして見た
目も中身もcoolな冷蔵庫＆冷凍庫を手に入れましょう。
   

　其の２　食材に適した保存

　根菜類は冷蔵庫に入れるよりも暗所に置く方が長持ちする
そうです。その際、ときどき換気を行ってあげましょう。換気
しないとエラいことになります、この季節は特に。
　肉類はそのまま冷凍保存でも良いですが、一度火を通して
おけばより長持ちします。個人的には豚の小間切れなんかを
ゆでておいて、キムチと和えたりなんかするとさっぱりピリ
辛で良い感じじゃないかと思います。
　葉野菜なども火を通せばかさが減って良い感じです。まぁ、
シャキシャキの葉野菜が食べたいんだと言う方には向かない
かもしれませんが、みそ汁なんかに入れる分には火を通す手
間が省けるので良いのではないでしょうか。
　野菜は漬け物にしてしまうのも手です。あさづけのもと等
を買ってこなくても、ビニール袋に入れて塩と一味でもみも
みして一晩放置すればなんとなくそれっぽいモノになりま

す。塩加減はお好みで。というか自分のカンを磨き
ましょう。

　其の３　タッパーの活用

　タッパーを活用して整理すると、よりcoolな冷蔵庫になり
ます。その際余裕があるなら、ラベルなどに保存した日付を

書いて貼っておくと良いでしょう。「コレいつ冷蔵庫
に入れたっけ」みたいな事態が防げます。

完成図↓

がんばって梅雨を乗り切りましょう！

対策リスト

　他の学生委員は前向きな人が多いみたいですが…。私は思いっきり逃避します。そして、やるしかなくなった時には普段では考
えられないくらいの集中力が出てくるはず。（みっくす）
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～苺狩り～　

知多郡半田町の市野園芸に行ってきました。超快晴っ！

苺一会♡
この出会いは一生の宝物だね
2007、春。

Strawberry
On the
Shokker（謎）

寄り道万歳♪↓

苺畑の１年生♪
とってもフレッシュな感じでした。
ちょっと眩しかったです（笑）

～料理講習会～

北部食堂にて行われた料理講習会の様子です♪

新入生と上級生で和気あいあいです☆

↓届かぬ思いを料理に込めて♡（このコメントはフィクションです）

班長のコメント

料理講習会ではみんなで料理をしつつ、１年生同士、１
年生と上級生の交流をたくさんできました。とても楽
しかったです。また、準備段階での上級生も含め、料理
講習会の参加者は野菜の切り方など、料理の技術面で
もとても意味のあるものにできたのではないかと思い
ます。

活動報告♪

　スランプ…。あんまりそれに対して何かした記憶がないです。スランプに陥る才能もないしねw。（Master）
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ハンバーグ＆けんちん汁

・ しっかり火を通しましょう。生焼け注意！
・慣れないうちは串で刺してわからなかったら、半分に割っちゃいましょう（笑）
・きのこソースのきのこ量はお好みで調整可。僕はたっぷりが好き。

ハンバーグ
　・ひき肉　        　　６００ｇ
　・玉葱　　        　　１個
　・卵　　　        　　１個
　・牛乳　　        　　大匙６
　・パン粉　        　　大匙６
　・塩・胡椒　       　　少々
　・サラダ油      　　  大匙２
　・ナツメグ      　　  好みで
きのこソース
　・しめじ          　　 ２００ｇ
　・えのき           　　２００ｇ
　・だし汁           　　２４０ｍｌ
　・しょうゆ        　　小匙４
　・砂糖               　　大匙１
　・水溶き片栗粉 　　適量

第二章　 料理魂

☆和風ハンバーグ（６人分）☆

四月の料理講習会で作ったメニューです♪

いくつかのポイントに注意すれば、失敗も少なく簡単に作ることができます。

☆作り方のポイント☆

↑　完成品です。

☆作り方☆

ハンバーグ
１．たまねぎはみじん切りにし、油を熱したフライパ
　ンにいれ、中火で透き通るまで炒めて冷ます。
２．ボウルに合いびき肉・１．・パン粉・塩・胡椒・ナツ
　メグを入れ、パン粉を浸すように牛乳を加え、更に
　溶き卵を加える。
３．２．の生地全体が均一になるように、指を広げて
　手で材料をよく混ぜ合わせる。
４．３．の生地を６等分し、ひとつを手にとって両手
　でキャッチボールのように行き来さして形をまと
　め、特に立ち上がりの部分をきれいに整えながら、
　形を作る。
５．フライパンを熱し、油をなじませて４．をのせ、中
　心部分を指先で少しへこませておき、中火で表面
　に焼き色をつけ、裏返す。
６．５．を裏返したら火を弱め、ふたをして弱火で火
　を通す。目安はおよそ５～６分。
７．６．の中心部に竹串をさして、肉汁が透き通って
　いたら、出来上がり。まだ赤いようなら生焼けなの
　で注意。
きのこソース
１．しめじは小房にわけ、えのきは半分に切ってほぐ
　す。
２．鍋にだし汁、しょうゆ、砂糖を入れて火にかけ、沸
　騰したら、きのこ類を加える。
３．きのこが柔らかくなるまで煮たら、水とき片栗粉
　でとろみをつける。

　スランプに陥ったときは･･･暫く間をおいてからやってみる事にしてます。結構脱出できますが、期限が迫っててやらざるを得
ない時、或いは延々と手付かずにしちゃうともうどうしようもなくなります･･･。（シバ）
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けんちん汁
１．材料をきる。大根、人参はいちょう切り、里芋は
輪切り（小さいものなら四等分）、ごぼうはスラ
イスかささがき、油揚げは湯通しして短冊切り、
豚こまは一口サイズにする。

２．大きめの鍋にごま油をひき、長ネギ以外の材料
を炒める。ざっと炒めたら、だし汁と酒を加えて
弱火でことこと煮る。

３．あくが浮いてきたら取り除く。
４．豆腐を手で取って握ってくずし、ざるにとって
水を切る。

５．野菜に火が通り柔らかくなったら、しょうゆ・塩
（小匙１程度）を加える。ねぎの白い部分と、豆腐
を入れて５分煮てから、味をみて、塩を足す。

６．器に盛り、ねぎのあおい部分を散らしたら出来
上がり。

・豚こま切れ肉　　　　　　　　２００ｇ

・大根　　　　　　　　　　　　１／４本

・里芋　　　　　　　　　　　　６個

・人参　　　　　　　　　　　　１本

・ごぼう　　　　　　　　　　　１本

・油揚げ　　　　　　　　　　　１枚

・こんにゃく　　　　　　　　　１／２枚

・長ネギ　　　　　　　　　　　１本

・木綿豆腐　　　　　　　　　　１丁

・ごま油　　　　　　　　　　　大匙１

・だし汁　　　　　　　　　　　５カップ

・酒　　　　　　　　　　　　　大匙４

・しょうゆ　　　　　　　　　　大匙１．５

・塩　　　　　　　　　　　　　適量

☆作り方☆

今回の特集タイトルは「防腐処理対策」。

他の編集員から、「死体処理班のようだ」とのご指摘を頂きました。ショック（笑）

あと、活動報告が痛々しいともっぱらの評判です。

・・・僕もそう思います。

☆けんちん汁（６人分）☆

・豆腐や野菜にかなり水分が含まれているので、味
　が薄くなってしまいがちです。
・かなり具だくさんのレシピになっています。もう
　少し汁がほしいなという場合は、だし汁と調味料
　を増やしましょう。
・トッピングで一味などもグーです。

☆作り方のポイント☆

あとがき

文責：食生活班・さの氏

完成図。ご飯と一緒にどうぞ（笑）↑

　私は十数歳の頃より六十年後を見据えて綿密な人生設計を立ててきた。大事な局面で常に生きる目的に立ち返ることができれ
ば、スランプ脱却のヒントを得るのは容易い。（ひろひー）
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　名大生の皆さん、こんにちは！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。ユニセフ、といえば「募金」が思い浮かぶ方もおられるでしょう。

   そこで、今回は名大の中の募金箱がどこにあるのか、マップで紹介します！

←　　募金箱はこの2種類　→　
　　レジ付近で探してみてください☆
（画像は日本ユニセフ協会のホームページよりお借りしました）

  ・北部購買

  ・北部食堂

  ・北部旅行サービス

・中央食堂
・カフェフロンテ

・ブックスフロンテ

・パンだが屋

    ・南部食堂 ・南部購買

・南部書籍

・南部旅行サービス

・フレンドリィ南部

・カフェプランゾ

他にも、こんなところに・・・

ダイニングフォレスト、理系ショップ

農学部購買、医学部購買、共同教育　など

募金箱マップ（東山キャンパス）

　実は、このことを書くことがスランプになっています。というより、なかなかすぐ文章にするということが苦手でした。中学の
時はホントにダメでした。でも中学では毎日思ったことを書かなければならなかったので、今ではかなりできるようになりまし
た。やっぱり何事も書き続けることが大事ですね。（マツカツ）
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Me~dia 6   国際貢献をしてみよう

Mini 平和資料館 ＆ フェアトレードカフェMini 平和資料館 ＆ フェアトレードカフェ

名大祭限定　Open ！名大祭限定　Open ！

  2007年6月9日（土）、10日(日）@全学教育棟　S１７教室  2007年6月9日（土）、10日(日）@全学教育棟　S１７教室

　　　　＜ユニセフ班企画（9日、１０日＞＜ユニセフ班企画（9日、１０日＞

　　　　・ユニセフ募金　　　　・世界の児童労働の現状・フェアトレード展示　　　　・ユニセフ募金　　　　・世界の児童労働の現状・フェアトレード展示

　　　　・フェアトレードカフェ（紅茶クッキー・チョコレート・コーヒー・紅茶）　　　　・フェアトレードカフェ（紅茶クッキー・チョコレート・コーヒー・紅茶）

　　＜平和憲章委員会企画（10日）＞　　＜平和憲章委員会企画（10日）＞

　　　　　DVD上映会・・・『映画　日本国憲法』　11時～　　　　　DVD上映会・・・『映画　日本国憲法』　11時～

　　　　　　　　　　　　 『第9条の会　設立記念講演会』   13時～　　　　　　　　　　　　 『第9条の会　設立記念講演会』   13時～

　　　　　　　　　　　　 『映像で見る日本国憲法（抜粋）』　15時～　　　　　　　　　　　　 『映像で見る日本国憲法（抜粋）』　15時～

　　　　

２００６年度　後期　募金総額

　　　　　　　　　２０，１２２円
　　　皆さんのご協力、本当にありがとうございました！

文責：ユニセフ班

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ●UNICEFに興味がある！

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○大学で国際貢献、してみたい！！

　　　　　　　　　　　　　 ●何か新しいこと、はじめたい！

　            　１年生でなくても構いません。そんなあなたをおまちしています☆

　 ホームページで活動紹介してます →http://www.nucoop.jp/committee/unicef.html　

新メン
バー募

集中★ 　

毎週木曜日　昼休み

全学教育棟　２１番教室で

活動中！

＜その他・・・＞＜その他・・・＞

　　　戦争を語る会（9日11時、13時、15時）（千種区9条の会主催）　　　戦争を語る会（9日11時、13時、15時）（千種区9条の会主催）

　　　千種区の戦跡マップ展示（千種区9条の会）　　　千種区の戦跡マップ展示（千種区9条の会）

　　　名古屋大学平和憲章エッセイ、名大9条の会、学生９条の会企画　　　名古屋大学平和憲章エッセイ、名大9条の会、学生９条の会企画

　スランプに陥るまで何かを極めたことはありませんが、気分が沈んだら本を読んだりゲームやったりして逃げます。で、そのう
ち忘れてます。（ウナム）
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共済基礎
隔月特別講義

第11講

梅床責任助手(26歳)
ばいしょうせきひで

☆★新入生のみなさんはじめまして　在校生のみなさんおひさしぶりです★☆
　この『隔月特別講義　共済基礎』は、学生総合共済についての様々な知識･情報・雑談などをお届けする記事です。

「共済ってよくわからないまま加入した」という方も、この記事を読むことで共済のことがだんだんわかってくると

いう優れモノです。現在、連載2年半になります。過去の記事は学生委員会ウェブサイト(http://sc.coop.nagoya-u.

ac.jp/)で閲覧可能ですから、共済のことを基本から知りたい方は第1講から読んで頂くとよいかと思います。

◆学生総合共済の生い立ち◆　～生協の理念から考える共済の成立過程～

助け合い(相互扶助)の精神を制度化する

・みんなでお金を出しあって困っている人を助ける→全国規模のカンパ

・共済は営利目的の事業ではない→安い掛け金で幅広い保障

学生総合共済の４つの活動
①共済の良さを伝えて加入を薦めるための「加入推進活動」
②共済金の給付漏れをなくすための「給付推進活動」
③ケガや病気を未然に防ぐための「予防提案活動」
④給付事例などの最新情報を共有するための「情報共有活動」

学生の実体験に基づく推進活動
学内で給付申請できる利便性
健康パオなどの健康調査と行動提案
学生(組合員)の声を反映した活動、制度改善

・より良い生活、平和な世の中、安定した社会で生活したいという「生活協同組合」の理念

・共同体の中で助け合い、理念を実現しようという行動としての現れ

現在の保障内容→下図のようなサイクルを繰り返しながら先輩たちの努力の積み重ねが築き上げてきたもの

↑

↑

助け合いの精神から生まれる共済ならではの特徴

→
→
→
→

相
互
扶
助
に
よ
る
助
け
合
い
は
同
時

に
協
同
組
合
全
体
の
安
定
と
発
展
に

つ
な
が
る
と
い
う
好
循
環

→

←

斉京太郎講師(36歳)
さいきょうたろう (斉京)みなさんこんにちは、今回はちょっと難しいお話をしてみた

いと思います。共済の生い立ちと歴史というテーマです。
(梅床)さっそく受講生が逃げ腰になってますけど。
(斉京)お手軽なものばかりだと歯ごたえがないかと思ってね。新入
生のみんなはウェブサイトで第1講から全部読んでくるとよいよ。
(梅床)まぁ 11回もやってればそろそろネタも尽きてきますよね。
(斉京)ぎくっ !!…それでは今回もしっかりお勉強していきましょう
ね～。
(梅床)誤魔化しましたね。

共済についてアツく語る
男。独身。

斉京のもとで苦労している
男。真面目。

　スランプに陥っている対象から遠ざかってすきなことをする時間をつくります（みないふり）。爆音で音楽を聴いて（もちろん
ウォークマンですが）家の中で大声で唄ったり。スランプというのは一時的という定義らしいので、ほとぼりが冷めた頃にまたが
んばり始めます。(リト)
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◆講義本論◆ ～学生総合共済の歴史を辿る その壱～

文責:斉京太郎&梅床責任(Created by だつ)

(斉京)次回は「歴史を辿る　その弐」ということで、続編をお送りします。共済基礎も回を重ねてきましたし、講義内
容が少し難解になってきたかもしれませんが、ここまで読んできてもらったみなさんにならわかって頂けると思っ
ております。新入生のみなさんも是非バックナンバーを読んでみてください。次回は共済に関する超重要キーワード
が登場しますのでお見逃しなく!!

1980年　保険の共同購入を開始

1981年　学生総合共済を開始

1982年　病気入院保障の改善

1983年　病気・事故入院保障を改善

1984年　新共済の討議開始

1985年　事故通院などの保障実現

1986年　バイク事故防止提案活動の開始

1987年　モーターサイクル事故負担保特約の開始

1988年　共済メイト発行開始

1989年　学生の福祉制度などの調査のために西ドイツを訪問

1990年　法人会員料金でのスポーツ施設利用開始

1991年　保障種目の充実

1992年　扶養者を病気で亡くした学生のための勉学援助制度が実現

学生総合共済の制度開始と発展

　全国大学生活協同組合連合会(全国の大学生協を統括

している組織のことです。略称は大学生協連)の創立は

1958年のことです。創立当初はまだ共済事業は行ってい

なかったのですが、将来的に共済事業を行うことは既に

想定されていたそうです。組合の発展や事業の安定と

いった面から考えても、相互扶助活動を行うことは大切

なのです。協同組合は人と人との集まりですから、人が安

心して過ごすための保障制度による生活の安定が基盤に

あるわけですね。時は流れ、1970年代後半、社会状況の変

化に伴い、学生の生活も変わってきました。同時に、保険

制度の普及に伴い、学生の保護者の保険制度に対する関

心が高くなってきていました。

　このような状況の中、大学生協連は共済事業を始

めました。最初は、小規模な保険制度から始めて、経

験と実績を積むことで独自の共済制度を作り上げる

ことを目的としていました。なぜかと言うと、独自の

共済事業を旧厚生省に認可してもらうには、ある程

度の実績が必要だったからです。

　そして、1981年に厚生大臣の認可を受けて、学生総

合共済が生まれました。当初は、保険と共済を組み合

わせた小さな保障内容でしたが、1985年に大きく改

善されて共済が独り立ちすることになりました。以

後、年表のように逐次制度改善を重ねてきたわけで

す。

斉京が語る!!学生総合共済の生い立ち

　今回は1980年～ 1992年の出来事につ

いて取り上げます(次回は続編として

1992年～現在までです)。

　初めは保険の共同購入だけを行って

おり、独自の共済は存在しなかったん

ですね。81年に共済が発足して、その後

どんどん保障内容が追加･改善されて

いきました。また共済メイトも発行さ

れるようになりました。

　発足から10年程度で様々な変化があ

りますね。大学生が大学に在学する期

間が数年であることを考えると、やは

り制度改善は頻繁に行われるのが望ま

しいでしょう。先人の努力の跡がうか

がわれます。

←共済メイト最新
号の表紙。今回はカ
ルシウムについて
特集しています。毎
回ページは少ない
けど中身は濃いで
す。

　スランプというのは才能がある人が陥るものであって年中スランプの人間はそれが常態だったりするわけなので脱出するも
のではなくあるがまま共存すればよいのではないかと提唱してみます。（まや）
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学 読 本 舗
vol.14

 　こんにちは、学読班です。名大祭が終わってほっとしたら、読書でもいかがですか？今回の学読本

舗は学読的活字中毒、書籍からのお知らせのほか、生協書籍を120％活用するヒントを特集しました。

あなたの知らなかった書籍を再発見できるかも？

Me~dia 6　学毒本舗

最近はこんな活動してます！
１年生が入りました♪

「学読的活字中毒」フェア休止のお知らせ

 今年も学読班は20人近くの１年生を迎えました。班会では、たくさんの本をお互いに紹介し合ったり、感
想の交流をしたりとにぎやかです。
　今後は1年生にもたくさん本を紹介してもらうつもりです。これからも学読班をどうぞよろしくお願い
します。

書籍からのお知らせ

○南部書籍の営業時間が伸びました

　南部書籍の営業時間が4月から10:00 ～ 18:30になりました。5限が終わってからもぜひお
立ち寄りください。

　学読班は2005年5月から、南部書籍レジ前の一角を借りて「学読的活字中毒」本の展示と15％ OFFフェア
を南部書籍と共同して行ってきましたが、諸事情により、2007年4月からしばらく休止させていただきます。
今のところ復活する目処は立っていませんが、機会があれば是非またこのような企画を行っていくつもりで
す。利用してくださっていたみなさん、ありがとうございました。なお、Me~dia「学読本舗」での「学読的活字
中毒」コーナーはこれからも継続していきます。

○書籍全点15％ OFFデー

　6月22日（金）です。普段は定価より10％ OFFで本を販売していますが、この日は店頭在庫の
本なら全て15％ OFFで購入することができます。欲しかった教科書や参考書、ハードカバーを
買うチャンス!!（お支払いは現金・プリペイドカード・COPAカードに限ります。）

○読書マラソンに参加しよう

　「大学4年間で本を100冊読もう」というこの企画、みなさんはもう参加していますか？書籍
にエントリーカードが置いてありますので、まだの方は気軽に取り組んでみてくださいね。

　スランプになったときは…とりあえず、ひたすら、そのまま突き進みます。止まってても逆に不安が募るだけなので、そ
のうち何とかなることを願ってとりあえず練習なり勉強なりを続けてみます。（のん）
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Me~dia 6　学読本舗

活字中毒
学読的

読書好きな輩が送る今月の一作

◆６月の本◆

　南部書籍でのコーナーは休止していますが、これか
らも学読班はいろいろな本を紹介していきます！今月
は4人の新入生にお薦めの本を聞いてみました。

　「闇(くら)」の氏族の巫女姫でありな
がら光に憧れる少女狭也(さや)が「輝
(かぐ)」の末子稚羽(ちは)矢(や)との出
会いによって成長し、「闇」と「輝」の戦
いを終わらせる物語です。神がまだ地
上にいた古代の日本が舞台の壮大な
ファンタジーです。

文学部１年　メイ

のおすすめ

文学部1年　三輪　

のおすすめ

　音楽が好きです。クラリネットを吹いて
いて、下手ですがピアノも弾きます。もちろ
ん読書も好きで、特に児童文学を読んで大
人の視点から深く読むということをやって
います。『空色勾玉』

荻原規子 著　徳間書店
ISBN-10: 4198506787 
ISBN-13: 978-4198506780 　価格　1000円

　SFのようなタイトルだけどノン
フィクションで、一般相対性理論や
時間にまつわる宇宙の謎を科学的に
わかりやすく説明している１冊！こ
れを読めばタイムマシンの作り方も
わかります。文系の人にもぜひお勧
めします。

工学部１年　クドュー

のおすすめ
趣味：テニス　テニスサークルに所属
暇な時にすること：テニス
休日にすること：テニス

『図解雑学タイムマシン』
福江純 著　ナツメ社
ISBN-10: 4816335706 
ISBN-13: 978-4816335709　価格  1418円

　SFです。近未来SFです。全体的に登場人物はみんな
ローテンション。こういうものを宣伝屋に言わせると、
ハードボイルドって言うらしいです。戦闘機やら宇宙
人やら人肉スープやら好きな人にはオススメですよ。
続編もあるので、読んでみてください。

 愛知県立五条高等学校卒。生まれは
千種区です。名大からもほど近い東
市民病院で生まれました。しかし、紆
余曲折あり育ちは郊外の稲沢市で
す。趣味はまあ、無難に読書です。こ
れが好きじゃなかったら、学読班に
は来ませんよね。マンガも守備範囲
広く読みます。どちらかと言えば、マ
イナーなものを好みます。ジャンプ
よりもチャンピオンです。

『戦闘妖精・雪風』
神林長平 著　ハヤカワ文庫
ISBN-10: 4150306923 
ISBN-13: 978-4150306922 　価格 735円

理学部1年　服部　

のおすすめ

　この本は“人生後半、胸を張れ”ということで、40才の、小さな広告代理店の隅に
机を置かせてもらっている傍ら、フリーでプロデュース業を始めた男が主人公で
す。人生後半に何の光も見出だせなかった主人公が、依頼人達と関わって再生して
いきます。ぜひぜひ読んでみて下さい(・ω・)ノ

　推理ものっぽいやつと、あと石田衣良とかも好きでよく読
みます(*^_^*)学読班の班会で借りた本は電車の中で読んでる
んですが、このまえ気付いたら降りる駅を通り過ぎてました
(-_-；)気を付けようと思います。

『40  翼ふたたび』
石田衣良 著　講談社  
ISBN-10: 4062133008 
ISBN-13: 978-4062133005　価格 1575円

　次のお題は「自分を変えた出来事」です！　学生委員の知られざる過去を暴露してやるZe!!　覚悟しろYO!!!!
　HAHAHA―――!!（編集部の某氏）
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ドストエフスキー『カ
ラマーゾフの兄弟』→
新潮社版・光文社版の
いずれも南部書籍に
あります。読み比べる
のもありかも。

～今月の特
集 ～

～今月の特
集 ～

書籍店舗を上手く使っちゃおう☆

Me~dia 6　学読本舗

今
月
の
書
籍

その壱

今すぐ使える実用書

（
南
部
書
籍
に
お
じ
ゃ
ま
し
ま
し
た
）

　「生協って10％引きで買えるけどあんまり良い本がなさそう…」と思っているあなた、そんなことはあり
ません！ここでは生協書籍を賢く使う方法をいくつか紹介します。
　まずは1年生のみなさんがよく使う南部書籍で、オススメしている本や力を入れているコーナーを紹介し
ます☆（取材日2007年5月1日）

　今時の若者はマニュアル小僧とか言われますが、わかんないもの
はわかんない！ということで南部書籍にも若者向けの実用書がた
くさん並んでいます。特に、女の子向けには一人暮らしの知恵から
ダイエットまで、いろいろなお役立ち本を集めたコーナーが。その
中でも目を惹くのは真っ赤な表紙の『くらしぼん』『きれいぼん』『や
せるぼん』『びはだぼん』。中身は基本を押さえた実用書です。内容は
自分で確かめて。初心者から、一通り出来るけどちょっと不安かも
…という人までぜひどうぞ。女性向け実用書コーナー↑

新訳本が熱い!!

　村上春樹が『ライ麦畑で捕まえて（J・D・サリンジャー）』を
新たに訳した『キャッチャー・イン・ザ・ライ』がブームを起こ
して早４年…。あれから海外名作文学の新訳本がいろいろな
出版社からぞくぞくと出版されています（『星の王子様』は立
て続けに5つの出版社から新訳本が発表されたことも話題に
なりましたね）。「その昔、手に取ったはいいものの文体が自
分と合わなくて挫折した…」という大人にも、もう一度挑戦
するきっかけをくれた新訳本ブーム…偉大なり。
　ところでそんな新訳本ですが、ご多分に漏れず南部書籍に
もちゃんと置いてあります。なんと光文社古典新訳文庫は
コーナーまであるんです。そこには『リア王』や『飛ぶ教室』、

『ジェイン・エア』…聞いたことはあるけど…という本が装
いも新たに並んでいます（「星の王子様」も「ちいさな王子」と
いうタイトルで置かれています）。
　現代文学（だけでなくライトノベルやマンガ、映画、アニメに至るまで）には古典文学を踏まえた作品がたく
さんあります。せっかく誉れ高い名大生なんですから、教養のつもりで一冊いかがでしょう？友達から「そんな
の読んでんの？スゲー」と若干呆れた目で言われたらあなたは勝ち組です。

→
光
文
社
古
典
文
庫
コ
ー
ナ
ー

　南部書籍入口を入ってすぐ右には、読書マラソンのエントリーカード
＆コメント用紙や、『読書のいずみ』（大学生協が発行しているフリー冊
子）、『LOVE書店！』（本屋大賞が発行している新聞風のフリーペーパー）
などが置かれています。手に取ってみてくださいね。

先

コ
ー
ナ
ー
は
こ
こ

を
紹
介
し
ま
す
。

　高校のときの塾の先生にいぢめられたことかなぁ。毎週面談をして、これまでの自分を否定されたような気分になって
ました。でも、あれがあったから今の僕があるのです。先生ありがとう。（ハムハム）
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Me~dia 6　学読本舗

その弐

　普通の本屋と同じように店頭で本を注文・取り寄せができ
ます。各店舗ごとにメールでも受け付けています。

店頭で注文しよう

　「本やタウン」とは、インターネットで注文した本を書店に届けてく
れるサービスです。”マイショップ”（本を受け取る店）を生協書籍店舗

にすれば、組合員証を提示することで定価より10％OFFで購入できます。「理系の教科書を買いたいけどフロ
ンテまで行く暇が無い」「南部書籍よりフロンテの方が下宿に近い」なんて時にも、自分の都合で受け取り店
を指定できるので便利です。

「声カード」を使おう
　各店舗には「声カード」が置かれています。こ
れに取り扱って欲しい雑誌や参考書を書いて声
カードボックスに入れると、生協職員がそれを読
んで取り扱うかどうかを検討します。回答は掲示
板で公開されます。実際に声カードの要望から取
り扱うようになった参考書や本がいくつかある
んですよ。

和書検索サービス「本やタウン」を使おう

生
協
書
籍
で
本
を
手
に
入
れ
よ
う

　さて、書籍店舗もいろいろな企画を行っていますが、店舗の面積にも限りがあるのであらゆる本を置
く、というわけにはいきません。ですが、こんなサービスも行っているんですよ。これらのサービスを使
えば欲しい本を簡単に手に入れられます♪

欲しい本が置かれていない…

店舗に行く時間がない！

研究室に本を届けて欲しい

　ゼミで使う洋書テキスト、
　　みんな買うんだけど…

雑誌を定期購読したい

 ISBN って便利！

　ISBN（International Standerd Book Number 世
界標準図書番号）とは、世界中に流通している本に
つけられたIDみたいなものです。本を探す時には
タイトルで探すことが多いかと思いますが、同じ
ような書名の本って結構あるもの。ISBNがわかっ
ていれば世界中どこででも本を探すことができま
す。もちろん生協書籍で注文する時もISBNさえ分
かっていれば注文可能です。

これらのサービスの詳しい情報は、名大生協HP（http://www.nucoop.jp/book/index.html）
に載っています。気になった方は一度ご覧くださいね♪

他にもこんなサービスがあります

　さて、今回の学読本舗はどうでしたか？みなさんも読んで面白かった本・ためになった本があったら

ぜひぜひアンケートに書いて教えてくださいね。それでは良い読書生活が送れますように…♪

文責：学生に読書をすすめる班（学読班）

→「書籍利用班」が便利！
→カウンターで「定期購読」を申し込もう

→「洋書ゼミテキスト15％ OFF」サービスがあります

　大きく自分が変えた、とかいう出来事って自分には思いつかない。うーん、平凡な人生だぜ！というか自分って今まで方
向転換したことってあったか？！あまりに変化が小さすぎて気づかないだけ？毎日の小さな積み重ねが少しずつ自分と
いうものを変えていってるんだろう、ということにしとこう…(逃)（じぇにぃ）
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24 　塾の先生に出会ったことですかね。初めて心から尊敬できた人なので。今ではその人の下でバイトしているんですが、まだまだ
色んなことを勉強させてもらってます。（ひっしぃ）

『名古屋大学平和憲章エッセイ』『名古屋大学平和憲章エッセイ』
２００7２００7

最優秀作品には最優秀作品には
COOPオキナワの旅COOPオキナワの旅

プレゼント！プレゼント！

日程：8/27 ～ 9/1日程：8/27 ～ 9/1

宛先：〒464-0814　名古屋市千種区不老町１　　　　
　　名古屋大学消費生活協同組合　「憲章エッセイ」係

応募者全員に、応募者全員に、
食堂利用券400円分食堂利用券400円分

を進呈！を進呈！

■応募資格■名大生協の組合員である学生・大学院生
■募集締切■６月30日（土）　
■テーマ■テーマは自由です。ただし、必ず名古屋大学平
和憲章を読んだ上でエッセイを書いてください。文字数は
1000字～ 1600字程度です。
　平和憲章はhttp://www.nucoop.jp/committee/peace.
htmlで公開しています。こちらでは英語版・中国語版も公
開しています。ただし、エッセイは日本語で書いて提出し
てください。
■応募方法■Me ～ dia ４ かhttp://www.nucoop.jp/
committee/peace_essay0705.htmlから応募用紙を手に
入れて、以下のいずれかの方法で応募してください。
　１）北部厚生会館２階組合員コーナーに直接提出する。
　２）左下の宛先に郵送する。
■審査員■名大生協理事長を審査委員長とし、名大生協理
事会で審査をします。
■結果発表■各生協店舗にて掲示し、入選者には直接連絡
します。
★問い合せ先
　名大生協理事会TEL:052-781-1111（または学内線7540）
　E-mail：kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

沖縄の自然と文化が、あなたを待っています。沖縄の自然と文化が、あなたを待っています。

＃11　平和憲章エッセイ募集のお知らせ

Peace Peace Now!21Now!21

～『名古屋大学平和憲章エッセイ』応募用紙～ No.

※太枠内に必要事項を記入し、作品の１ページ目にホチキスで添付して提出してください。

E-mail

作 品 の
タイトル

所属・クラス等

氏名

TEL

住所
〒

COOP　オキナワの旅とは…

　大学生協東海地域センターが企画する、沖縄の自然や文化、

歴史を満喫できるツアーです。今のところ、ダイビングや沖縄

料理作り、ひめゆりの塔で平和について考える時間などが予

定されています。また、東海地域の他大学の人も参加してお

り、たくさん友だちをつくることもできます。

切り取り
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Me~dia 6　Peace Now!21

　恋。（momo）

映画「日本の青空」上映のお知らせ映画「日本の青空」上映のお知らせ
　名大祭の際に、ＩＢ館で平和に関する映画が上映されます。
　「現在の日本国憲法はＧＨＱに押しつけられたもの。だから日本オリジナルの憲法を作ろ
う。」という議論が一部で盛んになっていますが、実は、そのＧＨＱが作った日本国憲法の案に
大きな影響を与えた日本人がいることがわかってきました。その人が、鈴木安蔵という人です。
彼を中心に、日本国憲法ができるまでを取り上げたのがこの「日本の青空」という映画です。名
大で上映されるので、ぜひ見てみてください。

監督／大澤　豊
出演／高橋和也、藤谷美紀、田丸麻紀ほか

文責：ハムハム次号より、Peace now! 21はしばらくお休みします。

　初めて名古屋大学平和憲章のことを知ったのは、2004年の秋

でした。進学先の大学院を探す時の発見でした。大学の環境や学風

はもちろん、最終的に名古屋大学へ進学しようと決めた諸理由の一

つは、平和憲章の中にある「大学は、政治的権力や世俗的権威から独

立して、人類の立場において学問に専心し、人間の精神と英知をに

なうことによってこそ、最高の学府をもってみずからを任じること

ができよう」という言葉が心に刻んだことでした。

　日本に来て5年が経ちました。この5年間、小泉首相の靖国神社参

拝、自衛隊の海外派遣、自民党の新憲法草案や教育基本法の改正案

などの提出、平和と戦争にめぐる議論もたくさん耳にしました。し

かし、戦後60年が過ぎた今、戦争を知らない世代が社会の中心とな

る同時に、歴史が繰り返される危険性をつくづく感じます。外国人

の立場からだけでなく、日本で教育を受けている一学生の立場から

も、日本は絶対に前者の轍を踏まないでほしいと願っています。

　幸いに、日本では政府関係者から一般民間人までたくさんの人々

が同じ想いを持って、戦争を忘れずに、平和を大切にしようと努力

しています。身近な例を見てみましょう。名古屋市瑞穂区住民ら約

二百二十人で作った「みずほ九条の会」は、毎月九日に街頭宣伝や署

名活動を展開していることを通じて、憲法九条を守り抜くことを実

践しています（2006年5月8日の中日新聞に参照）。他に、先日行っ

た名大祭も、映画を上映したり、講演会を開いたりして様々なイベ

ントを開催して、名古屋大学平和憲章を紹介して、平和の大切さを

呼び掛けていました。

名古屋大学平和憲章を読んで
名古屋大学大学院　国際言語文化研究科　　楊韜

参考に、前年度の最優秀賞受賞作品を掲載します。

　「九条の会」に賛同する東京福祉大学教授の足立自朗氏は「戦後民

主主義の第一世代（と思っている）人間にとって、九条は日本が世

界に誇り得るほとんど唯一のものです」と述べていた（「九条の会」

ホームページに参照）。そして、名古屋大学の一員として、名古屋大

学平和憲章の存在を知って、広く宣伝する義務があると思います。

即ち、もっと多くの名大人に平和憲章が宝物だという誇りを持って

ほしい。

　6月下旬にイギリスから戻って来たばかりです。ロンドンにある

大英帝国戦争博物館へ見学した時、広島に投下した原子爆弾の模型

と被爆直後の広島市の様子を写した写真を見て、改めて戦争の残酷

と無情に心を砕かれました。偶然にも、博物館から出て、一人のイギ

リス人の老兵士と出会った。少し戦争についての会話を交わすと、

「ノーウオー！ネバーアゲン！（ＮＯ－ＷＡＲ！ＮＥＶＥＲ  ＡＧ

ＡＩＮ！）」と返してきました。

　名古屋大学平和憲章の中で、大学は「人間の尊厳が保障される平

和で豊かな社会の建設」のためにも「他大学、・・・地域社会、国際社

会など社会を構成する広範な分野との有効な協力が必要である」と

書かれています。この目標を達成するためにも、これからさらに力

を入れて、名大と周辺地域の一般住民と連携して名古屋大学平和憲

章の存在意義を強調する上、「平和とは何か、戦争とは何かを明らか

にし・・・平和な未来を建設する方途をみいだすよう努める」ことに

期待したいと思っています。

６月10日　工学部ＩＢ電子情報館大講義室
　12:30 ～ 14:45　監督挨拶・一回目上映
　14:55 ～ 15:25　長谷川正安先生講演会
　15:30 ～ 17:45　監督挨拶・二回目上映

「日本の青空」公式ホームページ／
http://www.cinema-indies.co.jp/aozora/index.html

鈴木安蔵鈴木安蔵

映画のワンシーン映画のワンシーン

　チケットは一般1,200円、学生・院生1,000円で販売します。
　前売り券は、生協の南部と北部の旅行サービスカウンターで取り
扱っています。なお、当日券は販売しない予定です。
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6Student Committee

CS 学生委員会だより学生委員会だより
　今月号のTOPIC!!

爆
誕
！ 　新・学生委員登場！

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　今年も学生委員会に新メンバー２人が加わりました！
　そこで、今回は２人に、学生委員会に入っての抱負を聞いてみます。

▼新メンバーの２人です。よろしくね♪

　最近の学生委員会は…
▼模擬店メニューを作っています。

　６月７日からの名大祭に向けて、模擬店を出そうとただ今準備中です。
　どんなメニューかは企業秘密ですが、当日はぜひ寄っていってください♪
　■お知らせ■　模擬店で「はむはむカッコイイ 」と言ってくれた人には、
何か良い特典があるかもしれません(ハムハムが居る時のみ)。

僕が学生委員会に入ろうとした理

由は、パソコンを使っていろいろ

なことをやりたいと思ったからで

す。パソコンに限らず皆さんと協

力してこれから頑張っていきたい

と思います。（松澤克哉）

僕は、新入生交流会などでお世話

になったことと、見学に来たとき

の雰囲気に惹かれて、この学生委

員会に入りました。参加理由は単

純かつお気楽ですが、がんばって

創って行きたいです。（横井宏太）

　模擬店、出します。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　まだまだメンバー募集中！
　新入生向けの企画を作りたい・Me~diaを作ってみたい・企画作りが好きだ・名大祭が終わって暇になった…そんな
あなたを待っています！学生委員会に興味のある人はこちらへ→student-c@coop.nagoya-u.ac.jp

　PIERROTっていうバンドの曲を聴いた時、Dir en greyっていうバンドの曲を聴いた時、陰陽座っていうバンドの曲を聴いた時、
日本のバンドに対するイメージがその都度変わりました。彼らの音楽は、少なからず今の自分に影響を与えています。（だつ）
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　4 ～ 5月の活動報告

生協ガイダンス              4/5(木)
▼新入生の前で語る金丸。

　これからの活動予告

オープンキャンパス企画

　To get more information ...

　４月５日の入学式の後、生協の使い方を説明するガイダンスがありました。
そこで、学生委員長の金丸が、新入生2222名に向けて説明してきました！
　40分ほどの短い時間でしたが、伸びをしたり重要ポイントを復唱したりと
飽きないようなガイダンスにできたのではないかと思います。
　本人は「なかなかステージに立つのも楽しいものです。」と言っていました
が、新入生のみなさんは楽しんで聞けましたか？

総代meeting#1              5/11(金) ▼総代meeting中の一コマ。
　和気あいあいと交流中です。

　１・２年生の総代は、【南部食堂】【南部書籍】【フロンテ】【南部・北部購買】
【旅行サービス】【パソコン】の分野ごとに「SS」という団体をつくっています。
　このSSでは、より良い生協店舗を目指して総代と生協職員が意見を出し合
いながら活動しています。
　今回は今年初めてのミーティングでしたが、回を重ねるごとに活動はどん
どん本格化していきます！
　SSの活動はこの学生委員会だよりでも随時お知らせしていく予定ですの
で、これからもご注目ください☆

　学生委員会では、今年も８月のオープンキャンパスにて企画を行います。
　今年度は来場者数を制限するそうで、例年ほど多くの受験生に来てもらえ
ないかもしれませんが、受験生と私たち名大生が話せるブースを設けたり学
生委員会オリジナルの名大紹介冊子を作ったりして、魅力的な企画にしたい
と思っています。

　他にも、学生委員会にはまだまだたくさんの活動があります。
　ここで載せきれなかった活動は、こちらをチェック☆→学生委員会ホームページhttp://sc.coop.nagoya-u.ac.jp
                                                                                                                                                ※「名大生協学生委員会」で検索してください。

                           文責　副学生委員長・佐伯博仁

　とある筋の情報によると、私は白髪が多いそうです。It changes me.それ以来海産物をよく食べるようになりました。が、一向
に改善せず。orz（ひでっちょ）

▼昨年度の同企画の様子です。
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雨の日のエピソード雨の日のエピソード

 6月、雨ばっかのじめじめ季節がやってきました。こうも雨

が続くとさすがに憂鬱になってきますね。そんな雨の日は

Me-dia読んで、アンケート書いて過ごすのもいいのでは？

今回はたくさんのアンケートが届きました！皆さんありが

とうございます！ということで、前回載せることのできな

かった投稿もまじえての3ページの拡大版でお送りします。

私の気分転換方法私の気分転換方法

親から、カッパを着てチャリに

乗ることを強いられました（朝、

駅まで）できれば朝だけでもや

んでいてほしい。                   （あたっく）

ですよね、僕も高校の頃は自転車通学して

たので、雨の日はカッパを着て通学してま

した。でも、カッパ着てても結構ビタビタに

なるんですよね(笑)特に靴とか…。

ドライブして買い物とかは

ストレス発散になるよ☆自

転車だと大きいものを買え

ないからね…。      （さめ）

この時期は、どこかに出かけるとなると自

転車だと濡れちゃうので、やっぱり自動車

が良いですね。僕も免許はやく取ろうかな

…。

雨が降ると肌が荒れます。湿

度に敏感なのでしょうが雨

が降りそうだな、とか肌で感

じることができます。（SML） 

へぇ、そんなことがあるんですね。僕はムチ

打ちの後遺症で雨が降ると首が痛くなる時

期がありました。

私は雨の日は買い物に行って

気分転換します。店の中だと雨

とか気にならないし、ショッ

ピングバッグも特別のものが

あったりとけっこうお得ですｖ   （Sacrqa）

結構、気分転換にショッピングに行く人が

多いんですね。ショッピングバッグも普段

紙袋の店とかはビニールの袋にしてくれる

んですよね。

そんなサービスがあるんですね、知りませ

んでした。今度探してみようかな。

雨の日には特別サービス」とい

うお店を前もって家のまわり

で見つけておき、雨天時はそう

いった店をまわるようにしています。我が

家の近所ではパン屋と床屋でポイント２倍

サービスがあります。     （ダニー・チュン）

気分転換したいときは歌いま

す。おすすめはお風呂場。響きが

とてもよく気分スッキリです。  

                                   （S.N）

たしかに歌は良いですね。家族の目とかあ

るので、さすがに自宅の風呂では歌うこと

は少ないんですけど、ついつい歌っちゃい

ますよね♪他人から見たら怪しく映るんで

しょうが(笑

とにかく部活！剣道をします。

相手の部位をたたきまくって

ストレスなどを一気に解消！

同じことをしたい方は第3体

育館剣道場へ。月・水・金・土と

やってますよ。ちなみにたたくとすっきり

する部位はやっぱり面！頭です。（ｋー子）

そんでもって、汗をかいたその後にみんな

で銭湯に行くともっとスッキリするかも知

れませんね。

バイトの帰り道、急に雨が降

り出したので、俺は傘を差し

て気になるバイトの女の子と

駅まであいあい傘♪  

                        （Wild Horse）

いいですね～、ドラマの様で憧れちゃいま

す。そういう経験ができるのも雨の日だけ

の特権ですね。

私の気分転換はメイチカや

栄の地下をブラブラするこ

とです。タワーレコードや

HMVをぶらぶらというのも

アリですね。                        （えびっち）

地下街だと地下鉄からすぐですし、雨もし

のげるので良いですね。買うあてもなくウ

インドショッピングてのは、家でゴロゴロ

してるよりは気分転換になりそうです。

雨は好きじゃないですが、“雨の

匂い”好きです。結構好き嫌い分

かれるようですが…。    （まる）

あ、僕も好きです。地面が濡れたというか何

ともいえない匂いがするんですよね♪

私は保育園のころ雨の中ラジ

オ体操で夕立にあい、雨の中

走って家へ帰るとやんだ。とい

う悲しい経験をしました…。              

                                               （Sacra）

逆に潔く大雨にうたれると気持ちよかった

りします(笑)後が大変ですけど。

イ
ラ
ス
ト
名
鑑
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作
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←
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。

　何度か体調を壊した時かな。素敵ＲＰＧとの出会いも人生にとって大きかった。でも、一番自分を変えた原因は良くも悪くも家
族との関係でしょう。（みっくす）

ＭｅＭｅ～ｄｉａ伝言板
～ｄｉａ伝言板
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名大おすすめスポット名大おすすめスポット

心に残った一言心に残った一言
方言について方言について

名古屋の人は小中高の掃除の時間で使っ

てたのでは？分からない人に説明します

と、「机をつる」っていうのは「机を運ぶ」っ

て意味で、決して吊り上げるとかそういう

意味じゃないですよ(笑)放課も名古屋弁と

知らずバシバシ使ってたなぁ。

（ベタだけど）自分がはじめて

名古屋に来たときはじめてき

いた方言は「つる」ですね。小

1のそうじ中にその言葉を聞

いた直後、じぶんはわけがわ

からなくて立ちすくんでたのに、みんなは

机を持ち上げ運んでいたので、驚いたもの

です。あと、自分が「放課」のことを「休み時

間」といったら、みんな一瞬わけがわから

ないといった顔をしたのも覚えています。

　　　　　　　　　　　　　（Wild Horse）

大学内からちょっと飛び出し

てみましょう。農学部から20

分程歩くだけで東山公園に到

着。よい運動になりますし、東山ではちょ

うど、動植物園70周年イベントやってま

す。(6月3日まで)　　　　（ダニー・チュン）

東山動植物園、小学生の時に遠足に行った

きり行ってないですねぇ。せっかく名大に

来たんだから、一度は行っておきたいで

す。年間パスポート(2,000円)を買って、授

業の合間などに入り浸るのもいいかもし

れませんね。

おすすめラーメン。名古屋

に来たらやっぱり好来系は

試してみないと。本山の「太

陽」とか。         （えびっち）

好来系は名古屋ぐらいでしかほとんど食

べれないらしいので、食べたことない人

は食べてみては？ちなみに好来系とは醤

油ラーメンに高麗人参酢をかけて食べる

ラーメンのこと。他にも、台湾ラーメンも

オススメです。

養老先生の本は話には聞いていたけど、読

んだことなかったのでどんな人か知らな

かったんですが、意外とユーモアのある人

なんですね。今度本を読んでみよっと。

去年、あの養老先生の講演

会に行きました。その時の

心に残った御言葉です。病

院へ行かなければならな

くなり、奥様に対して「オレが教えたヤツ

等なぞ、オソロシクッて診せられるか！」

で、行かれた結果、検査に振り回されて「病

院とは、元気でないと来れないもんだ！」

に大笑いしてしまいました。    

                                （うえすぎようこ）

燃えやんゴミ…なんかカワイイ響きです

ね。でも、“やん”って関西弁の印象のほう

が強いかも。三重は関西に近いからその影

響かな？ん、それとも関西が三重の影響受

けてるのかな？

三重県民は“やん”を使うよ!!

燃えやんゴミ、できやんとか

いう風に。“ない”っていう意

味で～す。                   （A.I）

↑こちらが好来系のラーメン。名古屋限定

です。ぜひ、名古屋の味を味わってみてく

ださい。

（はらぺこゾンビ）

名大近くのKOTTEKO亭、鉄板焼き屋さん

です。自分で焼くと楽しいし、値引きされ

る一石二鳥です。

他にもこんな方言が…
名古屋弁より一宮弁の方がうつるよ～

　　　　　　　　　　　（☆かな☆）

かんます=かきまぜる。使用例料理中

に「ちょっとそれかんましててくんな

い？」　　　　　　　　（デテノート）

かしげる=標準語。例 首をかしげた。か

しがる=方言。例 時計がかしがってる。

長野県の北部　　　（はらぺこゾンビ）

他にもこんな方言が他にもこんな方言が他にもこんな方言が

　　イラスト名鑑②　　　　　　　　　作・まる

代々、受け継がれてきたこの子たちももう

すぐ引退かなぁ。そろそろニューフェイス

を登場させたいものです。

　うーん、これといって思いつかないなぁ。「人生の転機」みたいな大きな出来事に一度は会ってみたいと思いつつも、現実は平々
凡々と過ぎていくもの。一日一日の積み重ねが今の私なのかなと思います。（のん）
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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
　　　　    投稿の仕方
アンケートの「伝言板への投稿」欄にコメン
トを記入し、アンケートを出すだけです。

   投稿の仕方

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。

   ●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。

言板
り扱い説明書●

伝言板は、投稿テーマにつ
いての投稿や読者の投稿へ
答etc.を、Me～ dia
流するペ

「次回の投稿テーマは“過去に成功し
たor失敗した愛の告白” ってのはど
うでしょう。」というWild Horseさん
のリクエストから設定してみました。

好評だった様なので再募集してみ
ます。ケータイとかの自動変換で
おもしろい誤字脱字を見つけたら
投稿してみてください。

1年生の人にとっては大学で始め
ての期末試験。試験・レポートに
ついてのあなたの体験談をお待
ちしております。

試験が終わったら長～い夏休みが
待っています。あなたは何をして
今年は過ごしますか？

試験・レポートについて

夏休みの予定

過去に成功した
　　　or失敗した愛の告白

誤変換

その他の投稿その他の投稿

○○さんから△△さんへ

80

メガネ君へ、私は載せられた変換ミスの

文章に思わず笑えて、気持ちがホッコリ

してしまいました。「同士短大？」なん

て、ソフトの力?!でないと考えつかない

でしょうから。

わたしもツームシ使っていて久しぶ

りに聞いて新鮮でした!!

うえすぎようこ→メガネ君

ｋ－子→ＳＭＬ

誤変換誤変換
？？

？私の疑問？
？？

私の疑問私の疑問の疑問

どうして名古屋の地下鉄

は大きいのと小さいのが

あるのですか？ (乗ってい

て気付きました)誰かこの

疑問に答えて下さい。（ミケ＆クロ）

これからもおもしろいネタをき

たいしています。あとちょっと前

にここでのっていた情報で学籍

番号の最後の数字の決め方が何だったか教

えてください。                            （H.K）

全学教育棟→全学驚異苦闘 （ミケ＆クロ）

なんか全学科目に苦戦している感じです。

リクエストに答えて再掲載しておきます。

皆さんも試してみてくださいね。

大きさっていうのは列車の大きさのこ

となんでしょうか？僕は気付いたこと

もなかったです。知っている人がいたら

是非投稿してください。学籍番号のチェックディジットは、上8桁を

abcdefghとするとa×2＋b×3＋

c×4＋d×5＋e×6＋f×7＋g×8

＋h×9を11で割ったあまりの下

1ケタ。

補足トリビア；関係者に直接聞

いたわけではないので確証はないです。で

も、50個くらい調べてみてもOKだったの

で大丈夫…（いい加減） 

                                          （メガネ君）

誤変換といえば、名前が

一発で漢字に変換される

人って結構うらやましい。      

                           （LLP）

僕の名前はちょっと変わってるから一発

で変換されるんですけど、いたって普通の

名前のほうが変換されにくかったりしま

すよね。
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前回と今回のMe-diaの表紙を飾ったな
ぞのクマさん。そのクマさんの名前を
募集したいと思います。アンケートに
書いて応募してください。

緊急募集

　ズバリ!学生委員会に入ったことです！（Master）
　いわゆる人生のステージが変わる度に性格改善を試みてます。大学に入った時からは出来るだけ明るくなろうとしています。
                                                                                                                                                                                            （ウナム）
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Me~dia 6　ゆうべのひとこえ

　こんにちは、ゆうべです。Me ～ dia6はお楽しみいただけましたか？昨号はアンケートの数が寂しかったのです
が、Me ～ dia ４は新入生パワーも加わりアンケートがいっぱい届きました★編集部一同大喜びです！これからも
頑張っていくので、よろしくお願いしますね!!

Co-op Information

　生協の営業時間の変更とてもうれしいです。
おおまかな年間計画のようなものがわかればい
いなと思います。 （ABC）
→確かにそうですね。ご意見ありがとうござい
ます。ちなみに生協からの最新のお知らせは生
協のＷＥＢページでも確認できるのでぜひ一度
のぞいてみてくださいね☆ （のん）

　コンビニより安くていいと思う。 （G）
→書籍はもちろん、食事も生協だと意外といろ
んな節約の仕方ができますよね。 （のん） 

　名古屋に来たのにまだ味噌カツを食べてませ
ん。食堂に食べに行きます!! （エース☆）
→フェアの味噌カツ丼はいかがでしたか？私も
食べに行ってきましたがなかなか美味だったと
思います。 （のん）

　北部生協１Ｆのパソコン機器売場、ガランと
していて淋しいですね。もっとにぎやかになり
ませんかね。 （K.Y）
→北部の１Ｆは夏休みに改装が計画されてい
て、レイアウトも大きく変わります。きっとガラ
ンとした感も解消されるはず…と思います。ど
んな風に北部購買が生まれ変わるか楽しみにし
ていてください!! （のん）

　南部購買が使いやすくなると知ってうれしい
です！どんどん利用したいです。 （S.N）
→南部地区には今まで５限後や土曜日に利用で
きる店舗がなかったですからね。ぜひ利用して
ください☆ （のん）

プリペイドの10000円で200円つくのをやってほ
しい。 （H.K）
→年２回くらいどのような企画が行われます。
そうゆうときにまとめてチャージするようにす
るというのはどうでしょう？ （のん）

　今はバイトが忙しいけれど資格とかにも挑戦
してみようかなぁと思う。 （Y.N）
→おっ！前向きで良いですねぇ～。私もちょう
ど、学生委員会と掛け持ちで資格を狙っている
ところです。いっしょに合格目指しましょう！

（ひろひー）

　新１年に向けた、アルバイト大特集をぜひ
やってください。 （ぽん）
→うーん…私自身は、ほとんどアルバイトした
ことなですからねぇ。よし、じゃあ我らが編集部
員に頼んでみましょう♪というわけで、誰かや
りません？ （ひろひー）

　バイトは今まで販売系しかやったことなかっ
たので、飲食系を新しくやってみようかどうか
迷う…、けれどたぶんまた販売系。 （さめ）
→そんなときは適当に即断即決するのが人生の
秘訣ですぜ。後は、やって良かったと思えるよう
に未来のアナタが頑張るはずです！ （ひろひー）

　もっと「学生委員会」を宣伝してもいいので
は？と思いました。なんかとっても謙虚な態度

（むしろ、謙虚すぎ!?）なんですね。チョットイ
メージが変わりました。 （K－子）
→学生委員会って、（私にとっては）しばらく続
けるとじわりと楽しさを感じるところなんで
すよ。なかなか派手に宣伝するのは難しいです
ねぇ。 （ひろひー）

初めて、を始めよう。

お花見に、行こ！

防災―亡き妻が遺したもの

　家の近くの桜並木が恋しくなました。 （SML）
→私の地元の中学校の近くの川沿いにもきれい
な桜並木がありますよー。地元万歳☆
 （じぇにぃ）
　鏡が池の桜もわりときれいでした。
 （えびっち）
→おお！ぜひ周りのお友達にもお伝え下さい。  
 （じぇにぃ）

　私の近所にも桜の名所があります。桜は世界
に誇る日本の美ですね！ （もへじ）
→そうですね～。いやぁ、日本人に生まれてよ
かったですなぁ（笑） （じぇにぃ）

　今年はお花見に行けなかったので、紹介して
あったつつじとかチューリップ、藤、牡丹などを
見に行きたいですね。 （まえやん）
→学校にめっちゃいっぱいつつじが咲いてます
よね！白いのが結構きれいですなぁ。
 （じぇにぃ）

うんちくだらけで参考になりました。サクヤの
ＨＰが低すぎる気がしました。 （ミケ＆クロ）
→おお、ぜひ花見の場でつかってくださいませ。
ん？ＨＰ？妖精だから、か弱いんだと思います
よ。たぶん。 （じぇにぃ）

　我が家は築30年以上経っているので、東南海
地震が来たら、まずアウトでしょう。 （K.Y）
→私も２年前まで築５０年の家に住んでいまし
た。トイレは柱が密集していて安全なので、やば
いと思ったら駆け込むように教えられました。
 （ひでっちょ）

　この前能登でも地震がありましたがこわいの
でしっかり対策しておきたいです。 （H.K）
→各地で地震が発生しています。この前の三重
の地震では、いよいよ来たかと思ってしまいま
した。 （ひでっちょ）

　地震はいつくるか分からないし防ぎようがな
いから恐いです…。きちんと備えなければ!!
 （Sacra）
→地震は防げませんが、被害は抑えられます。だ
から日頃の備えが必要です…と偉そうなことを
言ってみましたが本の受け売りです。
 （ひでっちょ）

　自分を変えた･･･マイペースにここまで来ちゃったような。。。まぁ、毎日生まれ変わるような気分で生きてます。うん。…。ごめ
ん流石に嘘orz（シバ）
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　ロドリゲス濃ゆいなー。 （Wild House）
→いつかの約束通り、水墨画風に挑戦してみま
した。が、どこか違う出来に…？
 （ひでっちょ）

　簡易毛布がびっくりでした。どなたか存じま
せんがロドリゲスさんの講座はわかりやすい!!
 （もへじ）
→大雑把・図々しさの権化たる時三とは好対照
に、ロドリゲスは謙虚さが売りだそうです。簡易
毛布はいろいろな方法があるので一度調べてみ
ると面白いでしょう。 （ひでっちょ）

　マイバック、使ってます。ごみも減るし、便利
です。 （Wild House）
　いらない袋は断ろうと思いました。 （アルト）
　ちゃんとリサイクルしないとなぁ～。 （Y.T）
→ポリ袋ってもらっても最後に捨てちゃいます
からねぇ。生協だけじゃなく、スーパーでもマイ
バック運動やっているみたいですよ。 （編集部）

　ごみ箱のポスターなんて初めて知りました。
活動内容が思ったより豊富で驚きました。
 （あたっく）
→分別に気をつけない人にこそ、見てほしいポ
スターです。 （編集部）

　我が家は牛乳パックやトレーを集めて出して
います。環境のためにも節約を考えたいと思い
ます。 （Sacra）
→パックをためて、近くスーパーで出すだけ。手
軽にできるのが良いところですね。 （編集部）

　名古屋大学”とロゴを入れた、ペーパーナイフ、
文鎮、朱肉入れ、プラスチック製の定規、‥など
企画できませんか？ （K.Y）
→確かにいろいろ種類があると良いですね。し
かしペーパーナイフとか文鎮を使う人って結構
いるんでしょうか…？ （編集部）

学読本舗

Peace Now! 21

Kurukuruかんきょう班

　おすすめの本、毎回参考にしています。 （ABC）
→ありがとうございます！自分で本を読もうと
するとジャンルとか作家とか結構偏ってしまい
がちですが、人の意見って参考になりますよね。 
 （学読班）

　新書の日っていいですね。ちなみに文庫の
日ってないんですか？ （えびっち）
→「文庫・新書の日」の間違いでした。すみません
…。この日は文庫と新書を合わせて（どちらかだ
けでも可）３冊以上購入すると15％ OFFになり
ます。是非書籍に行ってみてくださいね♪休み
時間は結構混んでいますが。。 （学読班）

　学読的活字中毒の中から気になる本がチラホ
ラ…。２冊一緒に購入すると安くなるそうなの
で（イイ事聞いた！）一刻も早く買いに行きま
すっ！ （まる）
→ごめんなさい、南部書籍での活字中毒15％
OFFフェアは４月から無期限休止しています…
m（__）m ４月号でお知らせしたにも関わらず、
楽しみにしていてくださった方々、申しわけあ
りません。いろいろ事情があるのですが、みなさ
まのご声援があれば復活するかも！？（Me ～
diaでのお薦め本紹介コーナーは継続していきま
す。これからもよろしくお願いします♪）
 （学読班）

　最近は少し本を読んでる。そんな自分を少し
だけ誇らしく思ったりして。 （SML）
　去年は受験で本を読まなかったので、多くの
本を読みたいです。 （Y.T）
→読書にお金や時間を掛けられるのは学生のう
ちの特権らしいです。「サークルやバイトで忙し
い」って言うのは簡単ですけど、心にゆとりが
ある生活を送れている証拠ですね。よかったら
是非、読んだ本を教えてください！ （学読班）

　名大生協ユニセフ班の存在を全く知りません
でした。あんまり活動を見たことがなかったの
で…（汗）これからは注意深く見ていきます。
 （K ー子）
→ありがとうございます。毎週木曜に班会も
やってるので気軽に見に来てくださいね☆
 （ユニセフ班）

　ユニセフって世界中から毎年どのくらいの募
金が集まるんですかね？ （LLP）
→2005年度は日本ユニセフ協会に集まった分
だけでも、約１５０億円以上集まっています。名
大生の皆さんによる募金もその一部になってい
ますよ！ （ユニセフ班）

　山に木があるかないかで保水力が全然ちがう
んですよね。 （LLP）
→木がないっていうだけで、環境も悪いし土砂
崩れなんかが起きて危険ですもんねぇ。
 （編集部）

　（本文とは関係ないけど）憲章はさんでありま
した。一度読んでみましたよ。 （Wild House）
→うれしいですねぇ。結構良いことが書いてあ
るのに、文字ばっかりだから読まない人もいる
みたいです。もっとたくさんの人に知ってもら
うことが課題です。 （編集部）

　八百津計画に興味を持ちました。森は大事で
すよね。 （S.N）
→今年からも続けようという計画が進んでいる
みたいです。そのうち広報されると思いますか
ら、ぜひ行ってみてください！ （編集部）

　９月の第１週目の日曜日に「八百津町剣道少
年大会」が毎年あり、全国の小中学生が試合をす
る大イベントがあります。また八百津の栗きん
とんはとってもおいしいです。八百津の宣伝で
す（笑） （K ー子）
→なぬ！？全然知らなかったです！秋になった
ら栗食べに行こうかなぁ♪ （編集部）

　フェアトレードは大事な概念だと思います。
しかし、すべて平等にするとものすごいインフ
レ化する気がします。 （G）
→そうですね。全て平等…という訳ではありま
せんが、フェアトレードにもいろいろと問題点
はあるようです。今年の名大祭でフェアトレー
ドについて展示をする予定なので、ぜひ見て考
えてみてくださいね。 （ユニセフ班）

ショッカータイムス

　新生活スペシャルということで、自炊を始め
たばかりの人に役立つ特集でした（私は自宅生
ですが…）下宿生の子たちは「肉が食べたい」「ひ
もじい」と早くもお金に困っていたので、来年の
４月号ではお金がかからないのに「おいしい!!』
料理をゼヒ紹介して挙げてくださいな。 （まる）
→それはもう是非。努力します！！（食生活班）

　「料理魂」はためになりました。あと固形コン
ソメが便利と言うことに改めて実感しました。
 （ミケ＆クロ）
→お役に立てて光栄です。あとコックへのなり
きり魂があれば完璧です。 （食生活班）

　今回紹介されていたレシピはいずれも上級編
ですね。２～３種類の食材で作れるものだとお
手軽でよいのですが…。 （ダニー・チュン）
→ウチの班の料理上手にアドバイスを求めまし
た。「みそ。だし。わかめ。」・・・。 （食生活班）

　ちくしょー！料理なんて雑な奴には厳しいで
す。 （SML）
→丁寧な料理なんて暇なときだけで良いんです
よ（笑）ちなみに僕は丁寧にやったときは失敗し
ます↓↓ （食生活班）

　下宿生でピーラーを持ってない人が結構いま
すけど、ピーラーは必須ですよね！ （まえやん）
　ピーラー !!役に立ってます。 （デテノート）
→あると便利ですねぇ。でも、あえてピーラー持
たずに包丁さばきを鍛えるのも一興。 
 （食生活班）

国際貢献をしてみよう

　嘘っぽく聞こえるのを承知で言いますが、これまでに二回ほど死にかけたことがあります。そのたびに、喜怒哀楽を感じ、試練
を乗り越え、人生というものが一巡して、あぁ、そうなんだ。といったような感覚に包まれたものです。疑似死は私を再スタートさ
せ、今は三回目の生を謳歌しています。（ひろひー）
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　わーい、ミルクプリン♪なにげに学生委員会
の表示があるのもまたよし（笑） （SML）
　新入生オリエンテーリングとMe ～ diaの裏表
紙の相乗効果で、今年のミルクプリンの売り上
げ倍増かな♪ （Wild House）
→みなさんどんどん買ってくださいね♪（momo）

　裏表紙の「祝」いいですね。 （ミケ＆クロ）
　裏表紙のミルクプリンの”祝”もよかったです!!
 （ABC）
　裏表紙のミルクプリンがすてきでした。名大
祭の前には「祭」も作ってほしいけど…画数が多
くて大変ですね。 （S.N）
→ありがとうございます（＾＾）実は（ネタ切れ
なので）リクエスト受付中です。 （momo）

　「祝」のミルクプリン全部食べたら幸せだろう
なぁ…。 （エース☆）
→毎日がミルクプリンでした。 （momo）

◎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～ dia4アンケート当選者（敬称略）

＜今回のアンケートは29枚でした＞

教育学部１年　あたっく
教育学部２年　ABC
教育学部他　　K.Y
工学部２年　　SML
工学部２年　　G

Me ～ dia4

PI-X
第１位（９票）

第２位（４票）

※このランキングはMe ～ dia4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。

裏表紙

表紙

　着ぐるみを着たキャラクターがかわいい。
 （エース☆）
→このイラストは昔から使いまわされてきてい
るので、そろそろ新しいのに変えようとしてい
るのでお楽しみに。リクエストがあれば、お書き
します。 （ひっしぃ）

　次号から加わる新入生の皆さんの投稿楽しみ
にしています。 （ダニー・チュン）
→紙面では分からないかもしれませんが、新入
生の投稿が思った以上にありました、嬉しい限
りです。 （ひっしぃ）

　おもしろいです。もっと拡大してほしい。 （G）
→今回はアンケートが一杯で大盛況でしたの
で、載せられなかった投稿もちらほら…。今回み
たいに多く集まれば、増ページするかもしれま
せん。だから、どしどし投稿してくださいね。
 （ひっしぃ）

　おすすめスポット紹介は役立ちました。自分
でも開拓していきたいです。 （S.N）
　今まで知らなかったようなスポットがありま
した。今度行ってみよう。 （Y.N）
→名大はとても広いですからね、色々と廻って
みてください。僕はこの前南部食堂の近くの植
物園に探険に行ってきました。いい場所でした
ので、一度行ってみてください。（ひっしぃ）

　くまがかわいいと思います。「よくわかる名
大」でもおせわになりました。 （あたっく）
→ありがとうございます！今後は表紙はクマさ
んシリーズで行こうと思っているので、これか
らもよろしくお願いします。あと、伝言板で書い
てあるように、クマさんの名前を募集してます
のでそちらもよろしくお願いしますね☆
 （ひっしぃ）

PI-X

Me ～ dia伝言板

　とても簡単だったが、色を使うのはよかっ
た！次回も様々な色を使うPI-Xにしてほしい。
 （まえやん）
　３色以上で「もみの木」並の名作をきたいして
ます。 （Wild House）
→なかなかハイレベルな提案ですね。作者がパ
ワーアップして戻ってくるのをお待ちください
m（_ _）m （編集部）

　眠いけどひらのんのためにがんばった。
 （さめ）
→ありがとうございます！ひらのんもさぞ喜ん
でいることでしょう★（編集部）

　青は豊講時計の色でいいんですよね!?これっ
て豊講なのかな、という感じだし。今工事中で現
物見れないしね。 （えびっち）
→これは豊講だ。間違いない。ただ、工事中で見
られないのは残念である。時計は残るのか？卒
業式は豊講でできるのか？不安である…。
 （編集部）

SS活動紹介

　今までSSのことを全く知らなかったのです
が、こんなにたくさんの仕事があると知って興
味がわきました。 （S.N）
→興味をもって頂けて光栄です。よかったら総
代になりませんか？（笑） （マスター）

　SSについて知らないことだらけでした。
 （アルト）
→今回の記事で多少なりともSSについて知って
いただけたでしょうか？これからもSSはどんど
ん活動していきますのでお楽しみに！
 （マスター）

学生委員会だより

　生協のいろいろな活動はみなさんのおかげな
のですね。ありがとうございます。 （Y.N）
→ありがとうございます。これからも頑張って
いきます。 （シバ）

　学生委員会の皆さん、Me ～ diaの編集、ごく
ろうさんです。新入生用の"地図DAGAYA"私も欲
しいですね。 （K.Y）
→そんな方は南部食堂裏の委員会室に是非…そ
して、いつの間にか学生委員に（あれ （シバ）

その他

　どうしてMe ～ diaの発行は不規則なんですか
ね～？ （はらぺこゾンビ）
→「８を７に変えてあとは偶数」という（ややこ
しい）規則にのっとり発行していますが、最近は
季刊化という話も出ています（苦笑） （編集部）

　みっくすさん＆ハムハムさんへ　私はほぼ名
古屋人なので関西弁はとても新鮮に聞こえ、ま
た温かく感じます。「おまえのこと、好きになっ
てしもたん」なんて温かく言われたら、きっとく
ら～ときて「一生ついていきます!!」と思っちゃ
うと思います。（妄想しすぎですみません）
 （K ー子）
→わかりました。今度使わせてもらいます。
 （ハムハム）

防災―亡き妻が遺したもの

第３位（３票）

Me ～ dia伝言板

「解けたときの感動」「楽しい
から好き!!」など、Me ～ dia2
に引き続き大人気でした☆

編集部からのお詫び

　先月号のMe~dia4について、一部の声カード
BOXからの回収が遅れ、アンケート計11枚を回
収していなかったことがわかりました。
　編集部を代表してお詫びすると同時に、編集
部一同で再発防止に努めて参ります。
　なお、書いていただいたアンケートは全て、編
集部全員で読ませていただきました。
　これからもMe~diaをお楽しみいただき、アン
ケートにご協力くださいますよう、よろしくお
願い致します。           （Me~dia編集長・佐伯博仁）

理学部２年　　Y.K
理学部３年　　K ー子
理学部３年　　まえやん
農学部２年　　S.N
医学部１年　　Y.T

(敬称略)

人気記事ランキング♪

　高校時代の時、委員長と文化祭の副係長になりました。内容はどちらともゴミの分別・処理という、いかにも最後に残ってさあ
どうしようといったところで任されてしまった感じです。最初は嫌だったけど、たくさんの人と協力して何かをやると言うこと
のおもしろさを体感できました。今は任されて良かったと思っています。（マツカツ）



Me~dia 6　今月のクイズッ !!

34

●●今月のクイズッ !!●●
　こんにちは、今月のクイズページです。PI-X作者が武者修行の旅に出ているため、ピンチヒッターがクイズをお送
りします。PI-Xファンのみなさまには申し訳ありませんが、よろしければおつきあいください。
　さて、今回のクイズは「雑学クイズ」です。実生活に役立つものからそうでないものまで取りそろえました。直感で
バビッ !!とやってみてください。

Q.1
Q.2

Q.3
Q.4
Q.5

次の3つの文のうち、間違った表現(言葉の間違いや意味の誤用)がある文はどれしょうか？　…雑学度20%
①彼の態度があまりに悪かったので、私は怒り心頭に達した。
②前方不注意で事故を起こした友人を他山の石としたい。
③映画がつまらなかったので、砂をかむような思いをした。

次の表現のうち、水の量がもっとも多いのはどれでしょうか？　…雑学度10%
①ひたひたの　②かぶるくらいの　③たっぷりの

木の年齢は年輪、人間の年齢は免許証などで確認できますが、魚の年齢は何によって確認できるでしょうか？
　…雑学度30%
①鱗　②耳石　③エラ　④骨　⑤漁師の長年の勘

「行行林」と書いてなんと読むでしょうか？日本に実在する地名です。　…雑学度80%
①おどろばやし　②いけどもはやし　③うっそうばやし　④いけいけはやし　⑤しんしんりん

人生で一度の晴れ舞台でありたい結婚式。そんな結婚式に欠席した“新郎”とは？　…雑学度100%
①夏目漱石　②芥川龍之介　③石川啄木　④Me ～ dia

◎参考文献◎

・エンサイクロネット『今さら意味を聞けない日本語1000』幻冬舎文庫

・日本雑学研究会『場がド～ンと盛り上がる　話のネタ・雑学の本』幻冬舎文庫

・ベターホーム協会『知れば知るほど　なるほど、料理のことば』幻冬舎文庫

※私は幻冬舎の回し者ではありません、念のため。

解答と解説はMe～ dia7でお知らせします。

アンケートも奮ってご応募ください!!

全問正解、あるいは最多正答数の方の中から抽選で

１名様に図書カード1000円分プレゼント!!!

Me~dia4のPI-Xの解答は･･･
豊田講堂でした!!

　現在は改修中ですから右図のような姿ではないですけどね(苦笑)。
改修後はどんな姿になっているのでしょうか、少し楽しみです。

文責：だつ

図書カード1000円分の当選者は…P.N.アルトさんです!
当選おめでとうございますっ !!

　高校での忙しくも楽しい日々？真面目にコツコツべんきょする人間だったはずがいつのまにか友人に「短期集中型だよね！」
と賞賛されるようになっていました。残りの大学生活はそれくらい充実したものにしたいですね。(リト)
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編集後記

Me~dia6のアンケート締め切
りは6月15日必着です。

読者の皆様のご意見をス

タッフ一同心からお待ちし

ております。

次号Me~dia7は7月2日発行予
定です。お楽しみに!!

　初めてゆうべを担当し
ました。アンケートが
ざっくざくで読んでいて
おもしろかったです。さ
て、３年生になって大学
生活も順調に駒が進めば

あと２年なわけですが、無性に旅がした
いです。１人旅は寂しいので出来れば３
人以上５人以下くらいで。なんかこう、
雅やかな日本の景色然としたものが観た
いなぁと思います。因みに逃避ではあり
ません（ここ重要）。大学生のうちにど
れだけ多くのものを視られるかが、大学
生活の価値だよなぁと思うのです。 (リト)

　昨日徳川美術館に行っ
てきました（Me~dia締
切当日でしたが）。徳川
美術館は徳川園の中にあ
り…って訳ではないのか
な？とにかく同じ敷地内

にあるので、美術館と徳川園で日本の美
を堪能してきました。ちなみに私はゴー
ルデンウィークに金沢の兼六園に行って
きました。天気にも恵まれて、緑の中で
大名に思いを馳せてきました。他の日本
三大庭園にも行ってみようかなあと思い
始めた今日この頃。(写真は徳川園で取っ
たものです。)                                 (momo)

　今回は何の記事も書い
ていないにも関わらず編
集後記を書くことになっ
ていまいました。一体何
を書こうか困ります。思
い起こせばMe~diaではた

いした記事を書いてないんですよね（去
年の12月号の行く年来る年とか、今年の
4月号の総生とか…）。今年は読者の皆様
にもっと楽しんで頂けるような特集記事
を書いてみたいものです。皆さん、期待
しないで待っていてくださいね（笑）

（Master）

　ちわっす、ひっしぃで
す。6月といえばなんだと
思いますか？そうそう梅雨
ですよね、この時期は雨
ばっかりで辛いんですよね
～…、じゃなくてっ!!それ
もそうですが、やっぱ名大

生なんだから6月といったらあれでしょう。
そう、名大祭です！今年も晴れると良いです
ね～。名大祭といえばテーマキャラに注目！
実はあのサイタ、僕がデザインしたのです。
よっしゃ、5,000円GET!!ということで、名大
祭のテーマキャラのサイタを応援してやって
ください。ついでに、学生委員会の模擬店も
よろしくお願いしまっす。
                      (テンションのおかしいひっしぃ)

　私が初めてパソコンを
触ってから早や二年が
経ちました。あの頃は
「テキストファイルって
何？」と訊いたり人差し
指でタイピングしたりし

ながら初めてのながら初めての記事を書いていました。そ
のときの写真は百円玉でした。それから
Me~diaの編集に携わるようになって高価な
ソフトの使い方も覚えて、いつのまにやら
編集長まで経験していました。人生何があ
るかわからないですな。私の写真は80円に
なり、120円になり、今は105円になりまし
た。もし私の中の何かが変わって、＋5円分
の何かを残せたのなら、それはとてもステ
キなことなのかなと思います。    (ひろひー)

　※図はイメージ（た
だの願望）です。
　何を書こうかと悩み
つつ･･･
私は自宅が遠いので、
毎日通学時間がとても

長く、
　旅に出るような考えは無かった
なぁ、と
愕然となりました。（大げさか）
　毎日が旅なんだ！と心の中で叫んで
みたり。
･･･地元志向の強さを再確認してしまい
ました、ええ。(シバ)

　人間６ヶ月で体細胞が全部入れ替わるそうですが、私の頭の中はどうも変化していないような…。見た目の変化なんてたいし
たもんじゃないと思うのですがそういえば大学デビューしとけばよかったなぁ。（まや）



  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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ミルクプリンの容器約200個を使用しました。


