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今年も残すところあと師走を残すだけとなりました。

そんな 2007 年最後の Co-op Information をお届けします。

12 月と言えば、毎年恒例ウィンターフェア！この機会を見逃すなッ !!

食堂の東海北陸フェアーや書籍 15％ OFF もお忘れ無く☆

購買部

パソコン・家電品フェア
12/10( 月 )~12/14( 金 )

「お値打ち商品」台数限定特価品あります
「目玉商品争奪オークション」前回も大好評でした
「特価商品抽選会」今年最後の運だめしにいかが？
「他にも還元あり」対象商品 ( 一部の特価品除く ) 代金の 5％

を生協利用券として割戻しをします。パソコンなどの高額商品
を買う予定の方は是非ウィンターフェアをご利用下さい。

歳末抽選会開催　12/13( 木 )12/14( 金 )
毎年恒例の抽選会を 13・14 日の 10:00 ～ 17:30 に行います。抽選会
会場は北部・南部厚生会館玄関、 Books フロンテ、 医学部購買玄関前で、
14 日は賞品がなくなり次第終了します。

ご利用方法
● 期間中のご利用金額（レシート合計）
5,000 円以上で 1 回 ( 上限 10 回まで )
● 北部基本食堂・ゆ～どん・ダイニン
グフォレスト・南部食堂・フレンドリィ
南部で 400 円以上のお食事でお渡しす
る【抽選補助券】4 枚で 1 回

賞品
１等 iPod nano
２等 プリペイドカード１万円分
３等 プリペイドカード３千円分

他多数！
●「 目玉特価品」「オークション商品」応募にご使用するレシートでは、
12/13 ㈭・14 ㈮の歳末抽選会には参加できません。 あらかじめご了承下さい。

いちご味の牛乳プリ
ンに、ほんのりれん
乳を加えて仕上げて
あります。

新製品情報

みなさん、お久しぶりです。月日が経つのははやいもので、今年もとうとう残り 1 ヶ月になってしまいました。

風邪なんかひかないで今年を乗り切り、すがすがしい来年を迎えたいモノですね。というわけで、今回のページ

下のお題第一弾は『私の健康法』。編集部のみんなはどんな風に健康に気遣っているのでしょうか？（編集部）
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文責：常任理事　野田桃太郎

magazine 書籍部 magazine

食堂部

カ フ ェ フ ロ ン テ で 12/19( 水 ) の
16:30 からサイエンスカフェ「宇
宙へのアプローチ」が行われます。
今回お話をしてくれるのは理学研
究科の院生の方です。
サイエンスカフェとは、気軽に科
学の話が聞けたり、質問ができる
場です。
カフェで飲み物を飲みつつ、気軽
に科学に触れ合ってみませんか？

12/21( 金 )
半期に１度！
全品 15％ OFF!!

　年末の書籍全品 15％ OFF の
日です。この機会を利用して、
ほしかったあの本をまとめて
買ったり、店頭にある本から面
白そうな物を買ってみてはいか
がでしょうか？

BOOKS FRONTE
理系の英語学習応援企画！
ジャパンタイムズ 15%OFF

12/10( 月 ) ～ 1/23( 水 )

クリスマスプレゼントブックフェア
ラッピングもあります☆

南部書籍
名古屋大学出版会

創立 25 周年記念フェア
12/3( 月 ) ～ 1/11( 金 )

早稲田経営出版
資格書フェア 12/20-1/18

ジャンボエビフライ
名古屋あんかけハンバーグ
チキン煮込みデミ味噌仕立て
名古屋名物味噌カツ風ミンチカツ
桜エビクリームコロッケ
てこね寿司
ブラックラーメン
伊勢うどん
あんかけスパゲティー
高山ラーメン
きしめん

トンテキ丼
桜エビかきあげ丼
白エビかきあげ丼
どて玉丼
真イカ丼
北陸健康鶏親子丼
富士宮焼きそば
まぐろたたき丼
まぶし丼
味噌カツ丼
しゃちほこ丼  など！

東海北陸フェアー 12/3( 月 ) ～ 14( 金 )

メニューは日によって変わります。お楽しみに☆

ロコモコ企画
12/17( 月 )~21( 金 )

 照焼マヨネーズ
 マスタードマヨソース
 和風豆腐ソース
 わさびマヨソース
 野菜ソース
 和風焼肉

寒い時くてどうしようもない時は、お風呂上がりに水でしめます。水を浴びるときは死ぬほどつらいですが、少

しするとぽかぽかしてきますよ。（マツカツ）
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　すっかり寒くなってきましたが、皆さん如何お過ごしですか？この記事が印刷され貴方の手元に渡るまでに、名古屋に初雪は

訪れたのでしょうか？

　ではでは、暖冬でないことを祈りつつ。ここでは雪に関連した意外な（?）遊びを紹介していこうと思います。

　冬休み、朝起きて雪が積もっていたら、雪だるまを作ったという経験、ありませんか？筆者の住む地域で
は、あまり雪が降らないので、ここでは車の上に積もった雪でも出来るお手軽な雪遊びをご紹介します。

・雪（両手ですくえるぐらい）
・小さめの葉っぱ（2枚）
・（出来れば赤い）小さな実（2個）　　　　　　　たったこれだけ！

★用意するもの★

レモンを縦に切った様な形に
雪をまとめる！

頭の部分に葉っぱを付けて耳を、
小さな実を目の所につける！

道具等は一切不要！
わずかな雪でも楽しめる雪兎を
作るのはどうでしょうか？

…いつの間にか、兎っぽくない
のを作り始めてしまうのはご愛
敬でしょうか？
可愛い雪兎作りに挑んでみてく
ださいね☆

ゆきあそび

食堂でご飯を食べるときは、意識して野菜を食べています。巣ごもり卵とか、きんぴらとか。（momo）

雪だるま　 …雪足りるかな？雪だるま
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　　  　　　　◎主な公式ルール◎

・1チームは出場者7名、補欠2名、監督1名。
・出場者はヘルメットとゼッケンを付け、スキー
靴やスパイク靴は禁止。
・3分間の3セットマッチ。二本先取で勝利。
・ゲームは相手の旗を奪うか雪玉の直撃で相手
チームプレイヤーをより多く退場させた方が勝
ち。
・１チームの持ち玉は90個。
・雪玉はシャトー（２本の旗を結んだ直線上に
ある、やや大きめの防護壁）の裏のケースにしか
置いてはいけません。

　雪合戦といえば、雪が降った時に白い雪玉を投げ合い…泥がついてたり、石が入ってたり（!?）した方はいませ
んか？子供の遊び…と思いきや、雪合戦には世界大会もあるようです。一体どんな大会なのでしょうか？

◆雪合戦の世界大会
　今から丁度20年前、1987年に雪合戦が現代風にアレ
ンジされ、その翌年に日本各地でそのルールに則った大会
が開かれるようになりました。今では毎年、昭和新山国際
雪合戦が開かれ、国際的なスポーツとしてフィンランドで
ヨーロッパ選手権なども開かれているようです。
　高い精神力と瞬発力・優れた状況判断力に巧みな戦術の
必要な競技で、冬季オリンピックの種目に、という声もあ
るようです。将来、冬季オリンピックYUKIGASSENで日本
が金メダル…なんて事もあるかもしれませんね！

↑雪玉を一気に45個作る秘
リーサルウェポン

密兵器

　雪遊びをしすぎて風邪を引いたり、霜焼けしたりしないよう注意しましょう。
　霜焼けは体が一気に暖まった時に手などの体の末梢で、寒さに縮こまった動脈が急に広がり縮こまったま
まの静脈に血が一気に流れることで起こる、組織の炎症のことです。マッサージや暖めるなどの刺激を加え
るとかえって酷くなることもあるので、ビタミンE配合の凍瘡軟膏を塗る、ビタミンB3/Eの摂取などを行いま
しょう。ビタミンB3は卵・牛乳等、ビタミンEはサンマ・イワシ・アーモンド・ピーナッツ等に多く含まれていま
す。勿論、酷いときは医者にかかるのが一番です。

ではでは、風邪・霜焼け等には充分気をつけて、冬を楽しみましょう！　良いお年を～☆

風邪、霜焼けにはご注意を――    

文責：シバ

雪合戦雪合戦 →YUKIGASSEN!?→YUKIGASSEN!?

　　　◎主な公式ルール◎

朝には牛乳を飲み、昼には黒酢を飲み、夜には薬用養○酒を飲むのが健康維持の秘訣です。安易に栄養ドリンクに
頼ってはなりません。サプリメントの目安摂取量以上の飲み過ぎも効果が薄いので止めておきましょう。（ひでっ
ちょ）
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　12月になり年の瀬も近づいて来るこのごろ…そう、大掃除の季節です。普段掃除をしない人にとっては自分の
部屋をきれいにするチャ～ンス！きれいな部屋で、気持ち新たに新年を迎えたいもの。「掃除？適当適当！」なんて
言わずに、ちょっと真面目にやってみませんか？まずは下の表であなたの部屋をチェックしてみましょう。

　―あなたの部屋は今どんな状態かな？当てはまるものにチェックを入れてみよう。
　□帰ってきてドアを開けると異臭がする

　□食事に使った皿はシンクにたまってからまとめて洗う

　□可燃・不燃・資源ゴミの曜日を忘れる

　□物が散らかっていて床の半分以上が見えない 

　□そもそも家に掃除機がない

　□教科書やノートは棚に並べるよりその辺に積んでおいたほうが便利だし勉強もはかどると思う

　□要らないプリントや教科書はとりあえず年末まで取っておく

　□部屋に寝るスペースさえあれば周りが散らかっていても構わない

　□最近布団を干していない

　□トイレ・風呂・流し台等の水回りを掃除したことがない

　いかがでしたか？上の表で６つ以上チェックがついてしまった人
は相当部屋が汚い状態なのではないでしょうか。「家行っていい？」

「ごめん、部屋が汚くて無理…」なんて、ちょっと情けないやりとりを
したことがありませんか？

　友人関係にひびが！？という問題以上に深刻なのは、健康に対する
影響です。定期的に部屋の掃除をしていないと埃がどんどん堆積して
いきます。この埃はダニ・カビの発生やアレルギーの原因となり、あな
たの健康を害するおそれがあります。部屋を綺麗に保つことは健康面
から見ても大切なことなのです。

　さて、掃除の重要さがわかったところで、実際に掃除をしてみましょう！
　チェックの数が少なかった人も、普段の掃除で見落としているところがないか見てく
ださいね。自宅生の人は自分の部屋で応用できる部分をぜひやってみてください。

大掃除マイスターへの道

あなたの部屋　　 度チェ～ック！

　そもそも正月というのは、
その年に豊作をもたらしてくれる

「歳神様」という神様を家に迎える日
でした。その準備として12月13日に
江戸城でその年の厄をはらい清める
行事「すす払い」を行ったそうです。
それが伝わって民衆の間でも行うよ

うになりました。それが転じて
現在の大掃除に。意外に
新しい行事なのです。

汚さ

貴方の部屋もピカピカに！

食べ過ぎない、飲み過ぎない、はしゃぎすぎない、テンションを一定に保つ、一日一回料理をするってとこでしょう
か。(だつ)
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＊こんなのもあると便利＊

準備！

開始！

埃や汚れを取り除きます。乾拭き・
水拭きも用途に応じて使い分けま
しょう。

掃除中には大量の埃が飛び散り
ます。吸い込むと有害なのでマス
クを着用するようにしましょう。

掃除をしているといろいろな誘惑
があったり、疲れてくじけること
もあるはず。そんな時も初心を忘
れずやり遂げましょう。

ベランダや玄関・フローリング・机の
上など活躍の場は意外にたくさん。

　掃除アイテムは掃除機だけじゃない！場所・汚れに応じて使い分ければ楽＆よりキレイになりますよ。

カーペットやソファー、ベッドな
どの掃除に便利。

・メラミン樹脂製スポンジ
・使い古した歯ブラシ
・ゴム手袋
・古新聞
・ぼろぼろのタオル

掃除用洗剤

精神力

　そもそも正月というのは、
その年に豊作をもたらしてくれる

「歳神様」という神様を家に迎える日
でした。その準備として12月13日に
江戸城でその年の厄をはらい清める
行事「すす払い」を行ったそうです。
それが伝わって民衆の間でも行うよ

うになりました。それが転じて
現在の大掃除に。意外に
新しい行事なのです。

100均の店にもいろいろ
置いてあるので、あまりお金を
かけたくない場合やとりあえず

買ってみようという場合
は一度GO ！

　＞腐海の民「自分が今日着る服を探すのも一苦労ですよ」
　＞腐海の民「足の踏み場もないですよ」　　　　

マスク 名古屋市指定ゴミ袋（各種） ホウキ・チリトリ

ローラー 雑巾・モップ

A 収納場所が足りない

B 片付けるのが面倒

とにかく部屋にモノが溢れているというアナタ、
このままでは掃除すらままなりません。まずはこの状態を何とかしましょう。
その原因は…

STEP １　腐海からの脱出

収納ボックスや100均で売っている各種収納グッズを活用しましょう。もしく
は思い切って捨てましょう。今は使わないけど取っておきたいというものは段
ボールに入れて普段使うものとは別の場所に片付けるのも手です。

簡単に片付けられるような収納をしましょう。服を畳むのが面倒な人はその
シーズンの服は畳んで片付けるのではなくハンガーに掛けて吊すなど、「使った
まま部屋の中に放置する」のを止めるだけで随分違います。

掃除と部屋の片付け（模様替え）は同時に行うと大変なことに。順序よくキレイにしましょう。

ガラス用・トイレ用・浴槽用・カ
ビ取り用・クレンザーなどたく
さんの種類があります。

可燃 不燃 資源

掃除をすると大量にごみが出ます。
一気にまとめて捨ててしまいたい
ところですが、一市民としてきちん
と分別しましょう。

果報は寝て待て、寝る子は育つ。よく眠り、しっかり体を休めれば、きっと風邪はひきません。体を冷やさないこと
も大切ですが・・・　　　　（ウナム）
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STEP ２　新築のような美しさを取り戻そう

壱、 窓・ドアを全開にして空気の流れを作るべし

弐、 掃除は上→下、風上→風下の順で行うべし

掃除の鉄則

ベッド
エアコン

ローチェスト

こたつ
テレビ

本棚

　部屋がある程度片づいたところで、早速掃除にかかります。掃除の際にまず注意することは、埃を外に出すよ
うにする＆埃を吸い込まないようにすることです。掃除をすると目には見えなくてもかなりの量の埃が舞い上
がります。そこで、下の２点に気をつけて掃除を始めましょう。

下宿生Ａさんの部屋

◆ガラス窓の掃除
　ガラス用洗剤を窓に吹き付ける時にはまず「×」の形に
吹き付けます。次に固く絞った布巾で、まず外側から四角
く窓の角に当たるように拭き、それから段々と内側に向
かって拭いていきます。軽い汚れなら濡らして丸めた新
聞紙で拭いた後、から拭きするときれいになります。
　桟（戸がはまっている溝）にたまったゴミはホウキや歯
ブラシで掃いてゴミを浮かし、掃除機で吸い取ります。

◆その他
　カーテンはときどき掃除機を上から下にかけてやる
と埃が溜まりません。たまには洗濯もしましょう。照明
も、埃がたまりやすい割には普段手が届かないので大掃
除の時にこそ掃除できるといいですね。

◆エアコンの掃除
　まず上蓋の溝に沿って掃除機をかけるか水拭きしま
す。次に上蓋を開け（①）、二枚のフィルターを外しま
す（②）。フィルターは掃除機をかけるか、外ではたいて
ほこりを落とし、水拭きします（③）。気になればフィル
ターを外した後のエアコン本体も拭きます。あとは元
に戻せば終了です。

①
②

③

◆網戸の掃除
　新聞紙を貼り付けて反対側から洗剤を吹き付け、浮い
た汚れを反対側からこすれば新聞紙に汚れが移ります。
網戸を破らないように気をつけてください。

◆床の掃除
●ホウキ＆チリトリ
　床はゴミが目立ちやすいもの。ですが、ちょっ
としたゴミや埃なのに掃除機を使うのも面倒だ
し、夜遅くなってからの掃除機の騒音はかなり響
きます。畳・クッションフロア・フローリングの
場合、そんなとき便利なのはホウキとチリトリ。
さっと使うだけなので大きくなくても構いませ
ん。100均でも売っています。

●ローラー
カーペットはホウキで掃くわけにもいきません。
でも粘着ゴミ取りローラーがあれば、カーペット
についた埃や細かいゴミも簡単に取れます。ベッ
ドやソファーにも使えます。

Me~dia 12　大掃除マイスターへの道

←左：before
　右：after
　見にくいかもしれませんが掃除
　前のフィルターは埃がびっしり。

風邪と怪我にさえ気をつければ大体健康でいられるかと。大抵は大丈夫。…現在風邪で苦しんでるからそう思え
るだけかもしれません…orz（シバ）
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トイレ
お風呂

キッチン

◆コンロの掃除
　コンロ周辺は調理中に油や煮こぼれで汚れが付きや
すい所です。柔らかい布やスポンジに、薄めた台所用中
性洗剤をつけて軽くこすり落とします。しつこい汚れは
割り箸やメラミン樹脂製スポンジを使って削り落とし
ます。油汚れは放置すると取れなくなるので、汚れるた
びにこまめに掃除するのがベストです。壁などにも汚れ
が飛んでいる場合があるので見落とさないで。

◆シンク（流し台）の掃除
　柔らかい布またはスポンジに中性洗剤・ステンレス用
クレンザーなどをつけて軽く拭きます。排水溝部分や三
角コーナーの裏や下は結構ぬるぬるしていたりするの
でしっかり洗っておきましょう。

◆家電の掃除
　普段の掃除でも忘れがちなのが冷蔵庫・電子レンジ。
外だけでなく中も結構汚れていたり臭いがこもったり
しています。水拭きするだけでかなりきれいになります
が、しつこい汚れには中性洗剤を使いましょう。

◆お風呂の掃除
　家の中でも比較的カビが生えやすい所です。普段から
しっかり換気しましょう。
　浴室に水垢や石鹸かすなどが付着すると、浴槽の縁や
水栓金具などの表面が汚れます。これは、石鹸の成分や
体の脂肪分が水中に含まれるカルシウムなどと反応し
てできる現象で、一度ついてしまうと洗剤などでは取れ
にくくなります。スポンジや布にクリームクレンザーや
浴室用洗剤をつけて根気よくこすりましょう。
　シャワーホースにもカビが生えることがあります。気
をつけましょう。

◆トイレの掃除
　便器の周りで汚れやすいのは、水がたまっている部分
と乾燥面との境目や、便座の取り付け部分と便器の境目
などです。これらの場所には水あかが赤く変色してこび
りつくことが多いです。このような汚れには、トイレ洗
剤を便器の汚れている場所に振りかけ、しばらく放置し
ます。その後、ブラシやスポンジでこすり落とします。最
後にトイレの洗浄水で洗い流します。ブラシの毛先が届
かないような部分の汚れには、使用済みの歯ブラシや布
を巻き付けた割り箸を使うと落ちます。

※洗剤・用具は使用上の注意を守って適切な

使い方をしてくださいね！！

STEP ３　そして永遠に美しく…

　ここまでで、部屋はかなりきれいになったはず。でも、すぐに汚れてしまっては意味がありません。
普段から使い方に気をつけるだけで毎回こんなに大変な思いをせずとも掃除が楽～になるのです。

「汚れたらすぐに拭き取る」「汚れないように予防する」この２点を心がけて普段からこまめに掃除し
ましょう♪

　いかがでしたか？全部まとめてやるのは大変でも、今日は部屋、明日は台所…と少しずつやればいいと思います。
掃除は結構体力を使うもの。無理せずきれいにしましょう。それでは、気持ちよく新年が迎えられますように♪

文責　まや

Me~dia 12　大掃除マイスターへの道

下宿生Aさんの部屋

最近自分が健康だと思わないのですが…(-。-;)薬漬けで親に怒られるくらいです。強いて言うなら、家から駅まで
の自転車の往復かな。帰りは疲れた体で上り坂を立ち漕ぎします。(ハムハム)
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第４５回

今年もやって参りました。

サンタとトナカイと子供たちと恋人達の季節。

・・・あぁ、該当者じゃないからって読むの止めないで。俺もだから・・・。

☆クリスマス特集☆

ショッカータイムス
　第一章　特集ページ

去年は「スイーツ特集」をお送りした、ということで今回はメシです。
といっても料理そのものは料理魂でお送りします。

ここで紹介するのは、「一手間掛け素材」。さり気なく使ってポイントアップを図りましょう。
・・・なに？手間はやだ？面倒くさい？

いいじゃないですか。どうせおされーなレストラン選びなんてもっとめんどいですよ？
言ってもたかが３色です。頑張りませう。

X'masメシ！

赤：トマト

一手間：煮詰める。
缶詰トマトを買ってきて、オリーブオイルで、

ニンニク&タマネギスライスと共に煮詰めましょう。

先にタマネギとニンニク、
後からトマト缶を投入。

焦がさないよう、ドロドロになるまで煮ましょう。

朝風呂はよいですよ。毎日、20 分は入ってます。目も覚めるし、一日が気持ちよく過ごせます。でも、それで

遅刻しちゃうときも…。（ひっしぃ）
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こんだけ。
あとはこれらと一緒に炒めたり煮込んだり上からかけてみたり添えてみたりすれば、

華やかかつクリスマスっぽい料理ができます。
そうですねー、あと、バニラアイスとヨーグルトを２：１くらいで混ぜ混ぜすると美味いです。

シメのデザートで使ってみましょう。
では、よいクリスマスを。

白：ミルク

一手間：コレも煮詰める。
バターを溶かし、同じくらいの量の小麦粉を投入。

さらさらするまで炒めたら牛乳を投入し、
塩胡椒で味を整えて煮詰めます。

全行程にわたりトマトの三倍くらいに焦げやすいです。注意。

緑：・・・

コレが一番面倒。書くのが。
なんせ掛ける手間が思いつきません。

ほうれん草やらブロッコリーやらをさっとゆでるとか、
バジルやらパセリやらを散らすとか、くらいです。お許しを。

でも、緑のアクセントは効果高いですよ！

午前中に日光に当たるようにしています。理由は忘れましたけれど、朝日は健康に良くて、夕日は健康に悪いそ

うです。…でも何でですかねぇ？（ひろひー）
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☆病人食っ！☆

　・卵はなげやりにとく。その方がキレイに出来ます。
　・かなり食欲無い人向け。これすら無理なら、卵の代わ
　  りに梅干しと鰹節でどうぞ。

材料
　・米　　　　　　食べられるだけ
　･水　　　　　　ご飯が浸るくらい
　･卵　　　　　　１個

第二章　 料理魂

☆卵がゆ（１人分）☆

前のページであれだけクリスマス煽っておいて、病人食です。

何故なら俺が風邪気味だから。

☆ポイント☆

☆作り方☆

１．炊飯器で炊いたご飯を鍋に入れ、水を入れる。
２．火にかけている間に卵をとく。
３．沸いてきたら卵を流し込んで完成。

材料
　・卵　　　　　　１個
　･だしの素　　　少々（個人的には中華だしが好き）
　･乾燥わかめ　　ひとつまみ

☆卵スープ( １人分)☆

１．お湯を沸かして乾燥わかめをいれる。
２．さらに残りの材料をときいれてできあがり。

☆作り方☆

・ふざけんなとか言わないで。風邪引き下宿生、これ限界。
・和風でいくなら柑橘系の皮を刻んで入れましょう。
  きっとおいしいはず。

☆ポイント☆

↑卵がゆ　　↓卵スープ　

健康で元気に生活してる姿をイメトレ！（まや）
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１．鶏肉を一口大に切って、ニンニク、ショウガの
　 スライスと一緒に炒める。

２．１のあいだにブロッコリーとアスパラを一口大に
切ってさっとゆでて湯からだしておく。

３．鶏に火が通ったら２を入れる。

４．ここでトマトペースト投入。

５．塩、胡椒で味を調える。

６．皿に盛り、ホワイトソースを添えて出来上がり。

材料

鶏ムネ肉　　　　　　　　　　　　２００ｇ

特集記事のトマトペースト　　　１００ｇ

ブロッコリー　　　　　　　　　１ふさ

ミニアスパラ　　　　　　　　　５本

特集記事のホワイトソース　　　スプーンひとすくい

ショウガ　　　　　　　　　　　少々

ニンニク　　　　　　　　　　　ひとかけら

☆作り方☆

今年の冬は寒そうですねぇ。

体感温度的にはもう去年の底くらいじゃないかと思ってしまいます。

風邪には気をつけて。来年もよろしゅうおます。

☆鶏のトマト炒め（2人分）☆

・正直、特集素材がうまくいってれば何とでもなり
ます（笑）。

・他の食材でも試してみてください。きっと料理の
幅がすっげぇ広がります。

☆作り方のポイント☆

あとがき

文責：食生活班・さの氏他

↑完成図。

せっかくなので特集記事の応用レシピを載せてみました。

毎日欠かさず朝ご飯を食べてることでしょうか。朝起きたらごはんができてるのは自宅生の強みですね♪ただ最

近寝坊がちで、泣く泣く朝ご飯を残して家を飛び出すことが多いです･･･ ( 本当に泣いてたり･･･ )（じぇにぃ）
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共済基礎
隔月特別講義

第14講

梅床責任助教(27歳)
ばいしょうせきひで

☆★期末テスト、キターーーーーー !!★☆

隔月特別講義共済基礎、連載2年半にして遂に期末テストです。

これまでの知識をフル活用して(あるいは過去のMe ～ diaを見ながら)回答していってくださいね。

斉京太郎准教授(38歳)
さいきょうたろう (斉京)みなさんこんにちは、遂に期末テストです!

(梅床)ここまで長かったですね。
(斉京)最近北部食堂の声カードに、私の似顔絵が描いてあるのを見

たんだけど、長年の講義で生まれたファンの仕業かな?

(梅床)「斉京先生カッコイイ!!」って感じですか。
(斉京)お、梅床くんもたまにはいいこと言うねぇ。

(梅床)でもMe~dia表紙のくまさんの絵の方が圧倒的に多かったで
すよ。先生負けてますね、残念。
(斉京)うー、確かに。。。

◆共済最新情報◆～学生総合共済に関する情報をお伝えします～

パート職員と学生による給付審査会が始まりました ～毎週木曜日、北部食堂にて開催中～

●給付審査会って何？
①最近、名大の学生にどのような給付事例があったのかという情報を職員と学生が共有します。

②受給者に対して、お見舞いカードを書いてメッセージを送っています。

③共済に関わる活動を提案したり、計画を立てたりします。

↑受給者が書いた「たすけあいアンケート」をもと

にして、最近の事例を見ていきます。もちろん、個

人を特定するような情報 ( 氏名など ) は非公開です。

　給付審査会に参加しているメンバーによって、

共済報告ポスターが制作されました。

　第 1 号は、最近本山付近で発生した盗難事件を

取り上げて「盗難注意 !!」をテーマにしています。

ノートパソコンが盗まれるという被害が多発して

いますので、ノートパソコンをお持ちの方は、き

ちんとした施錠やデータのバックアップをとるな

どの盗難対策を怠らないようにしてくださいね。

新規活動＜共済報告ポスター＞

組合員コーナー入口前に掲示中 !!

新規活動＜共済報告ポスター＞

組合員コーナー入口前に掲示中 !!

トマトジュース（食塩無添加に限る）を飲みます。最近１時には寝るように心がけています（自分の暮らしぶり

が実は時間を浪費していた事実に気づきました）。これで健康になれるといいなァ。（リト）
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○提出期間…アナタが Me~dia12 を手にしたその時から、Me~dia12 のアンケート締切 (1 月 16 日 ) まで。

○回答提出方法…

　① Me ～ dia アンケートの共済基礎感想欄に回答を書く。

　②右記のメールアドレスに回答、お名前を明記して送信する。→ me-dia@sc.coop.nagoya-u.ac.jp

○持ち込みについて…Me ～ dia、共済パンフレットなど全て持ち込み可能。

☆成績優秀者へのプレゼント☆
正解者の中から抽選で 1名様にタヌローミニぬいぐるみ

　　　　　　2名様にタヌローストラップをプレゼントします ! 奮ってご応募ください !!

隔月特別講義共済基礎　期末試験の注意点テスト情
報です

次ページからテストです。がんばってくださいね ! →

←取り上げた事例に対して、お見舞いカードを書いてい

きます。ケガや病気、様々な事例があり、それらの事例

に対して個別のお見舞いメッセージを書くのはなかなか

大変ですが、やりがいもあります。

↓お見舞いカードと折り鶴です。

↓そして、今後の健康をお

祈りして折り鶴も送ります。

みんな意外と鶴が折れなく

て苦戦しています ( 苦笑 )。

そして、お見舞いカードと鶴を受給者へ送ります。既に元気になってい

らっしゃる方に対しても、今後同じようなことにならないようにとの想

いを込めてメッセージを送っています。

さて、今回のお題第二弾はズバリ、『激論 !! ○○ VS ××』。編集部のみんなにある似通ったモノに対して、どち

らが好きか語ってもらいます。それでは、どうぞっ。
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◆講義本論◆ ～共済基礎　期末テスト～

問１(2005 年 Me ～ dia7 第 1 講より出題 )
次の (　) 内に入るもっともふさわしい言葉を選んでください。

学生総合共済とは、全国の大学生がお金と気持ちを出し合って、

肉体的･精神的に苦しんでいる学生を (　) するための制度である。

キョ…サポート　ウ…訪問介護　サ…叱咤激励　イ…鼓舞激励　

問 2(2005 年 Me ～ dia10 第 2 講より出題 )
名古屋大学における共済関係の相談･申請場所はどこでしょう？

シ…大学の学生支援課　ン…各学部の教務学生掛　セ…組合員コーナー　イ…南部購買カウンター　

問 3(2005 年 Me ～ dia12 第 3 講義より出題 )
次の事例のうち、共済金が給付されるものはどれでしょう？

　ヒント：ケガの通院で保障される場合は。。。

イ…歯医者で抜歯した　タ…ケガをして傷口を 2 針縫った　ッ…ケガで 5 日以上通院した　

問 4(2006 年 Me ～ dia2 第 4 講より出題 )
タヌローは何をモデルとしたキャラクターでしょう？

ニ…Penguin　セ…梟　モ…蛙　ノ…狸　？…斉京太郎

問 5(2006 年 Me ～ dia4 第 5 講より出題 )
生命共済 JP 型 ( バイク保障あり )、火災共済の 2 種類の制度に 4 年間加入したとすると、

一月あたりの掛け金はいくらくらいになるでしょう？

カ…3500 円前後　ケ…3000 円強　キ…2390 円くらい　ン…1000 円弱

問 6(2006 年 Me ～ dia6 第 6 講より出題 )
火災共済で保障されないものはどれでしょう？

　ヒント：それぞれの選択肢の違いは室内と室外の違いですね。。。

カ…室内に置いてあったノートパソコンの盗難

サ…屋外駐輪場に置いてあった折りたたみ自転車の盗難

イ…室内に置いてあった現金 3 万円の盗難

★回答方法★

①それぞれの問に対して、もっとも適切だと考えられる選択肢を一つずつ選択してください。

② 13 個の選択肢を並び替えて、意味のある文を作ってください。その文が最終的な回答になります。

激論 !! キノコの山 VS タケノコの里。

タケノコの里の勝ち。タケノコの方がクッキーの部分おいしいですよね。キノコの方のビスケットぽいのはどうもあわない。

ちなみに、僕はタケノコの里は凍らしてたべます。（ひっしぃ）
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問 7(2006 年 Me ～ dia7 第 7 講より出題 )
予防提案活動の定義としてふさわしいものはどれでしょう？

　ヒント：予防提案は広範囲をカバーする活動です。。。

ヨ…交通事故を未然に防ぐための様々な活動

ボ…病気をしないように食生活改善を呼びかける活動

ウ…ケガや病気をしないように呼びかけ行動提案をする活動　

問 8(2006 年 Me ～ dia10 第 8 講より出題 )
健康パオとはどのようなことを目的としているでしょう？

　ヒント：健康パオは健康的な生活を提案しています。。。

ケ…普段運動をしない人が楽しむ　ン…体力測定をして一喜一憂する

コ…自分の体力などの状態を把握して健康促進につなげる　ウ…仲間と測定結果を比較して順位をつける

　

問 9(2006 年 Me ～ dia12 第 9 講より出題 )
アルハラとは何のことでしょう？

イ…飲酒に絡む嫌がらせ　ン…学問に絡む嫌がらせ　シュ…地位や権力を利用した嫌がらせ　

問 10(2007 年 Me ～ dia2 第 10 講より出題 )
学生総合共済の生命共済の掛け金が通常より高くなるのは何歳以上の学生でしょう？

　ヒント：講義連載開始当時の斉京先生の年齢はいくつでしたっけ。。。

タ…25 歳以上　カ…35 歳以上　イ…42 歳以上

問 11(2007 年 Me ～ dia6 第 11 講より出題 )
1988 年より発行されていて、今年の冬で 100 号を迎える共済の情報誌の名前は何でしょう？

メ…タヌローメイト　イ…共済メイト　ト…斉京メイト　

問 12(2007 年 Me ～ dia7 第 12 講より出題 )
共済の根底にある想いはどんなものでしょう？

オ…おもいやりのこころ　モ…ゆずりあいのこころ　イ…たすけあいのこころ　

問 13(2007 年 Me ～ dia10 第 13 講より出題 )
次の活動のうち、共済の 4 本柱ではないのものはどれでしょう？

ス…給付　バ…加入　ラ…予防提案　シ…報告　イ…広告

※最終的な回答のヒント※　講義冒頭の 2 人の会話に。。。 文責：斉京太郎 & 梅床責任 (Created by だつ )

朝、時間に余裕がある時刻に起きるか、それとも間に合うギリギリまで寝るか。

間に合わない時間まで寝ることのないようにしたいですねぇ。（momo）
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学 読 本 舗
vol.17

最近の学読班は…（10・11月の活動）

　もうすぐクリスマス♪街もクリスマス一色ですね。みんな幸せそうでうらやましいですね。
逆に心も体も懐も寒い人は、家でこたつに入ってゆっくり本でも読んでみたらいかがでしょう
か？今回は、学読班員の本の見つけ方を紹介しているので参考にしてみてください☆

　後期がスタートして、毎週火曜日のお昼に全学教育棟A館に集まって本を交換したり今後の活動について話
し合ったりしています。最近は『守護天使』が密かなブームです！皆さんもぜひ読んでみてくださいね♪

本の見つけ方♪♪

　「あんまり本なんて読まない」…なんて言ってるそこのあなた、実は本の見つけ方がわからないだけでは？？
　そんなあなたに向けて、学読班員がどんな風に本を選んでいるのかちょっと紹介します！

「300字小説」募集☆

　学読本舗では、来号から「300字小説」を読者の方から募集したいと思います。
　たくさん集まったらその中の優秀作品には「学読本舗大賞」（副賞付き）を差し上げます。

本屋に行って、本屋さんがお
すすめしているものや話題に
なっているものを見てみる。

Amazonのランキングの上
位にある本！！

友人に勧めてもらう。

興味を持った映画、ドラマの原
作（ノベライズではない）を読
んでみる。
それが面白かったら同じ作者
の別の作品を読んでみる。

書評Blogを読んでおもしろそう
なものを、本屋さんに行ってさ
がします。Livedoorの「本が好き

（β）」サービスの書評も参考に
なることが多いです。

ハードカバーから文庫版になっ
た本はオススメ。
なぜならば、再度出版するという
ことは、再度出版して出版社が儲
かる＝本がたくさん売れる＝た
くさんの人が読む＝面白い可能
性が高いから。

同じ要領で、版が重ねられている
本も名作の可能性あり。 班員の意見を参考にして、自分に

合った方法を見つけて下さい♪

ご応募

お待ちしてます！

内容　①自作小説または本に絡んだ内容のエッセイ（いずれも300字以内）　　　

　　　②名前・所属（学部学年）・ニックネーム　　　①②を必ず明記してください。

応募方法　①gakudokuhan@yahoo.co.jpに送る

　　　　　②別紙で書いてMe-diaアンケートにホッチキスで留めて送る

ペプシコーラVSコカコーラ
時代の最先端を行くのはペプシコーラであるが、商売が巧いのは後出し派のコカコーラ。僅差でコカコーラの勝
ち。ちなみに味の差はよくわからない。（ひでっちょ）
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活字中毒
◆12月の本◆

学読班員オススメの本を紹介します。

みなさんも「ちょっとこの本読んでみて～」という本があったら

教えて下さいね。

島耕作に聞くタフな「男」
になる80 ヵ条 

(講談社＋α文庫)
 作者: 弘兼憲史
 講談社　672円
ISBN： 9784062566605

　島耕作という伝説のサラリーマンをご存知だろうか。この本は彼の生き様か
ら、タフな男になるためのヒントをつかんでいくというものである。
　島とてはじめから最強のサラリーマンであったわけではない。一癖もふた癖
もある上司や部下にもまれ、会社という不合理な組織体の前に挫折を経験し、尊
敬すべき人物とめぐり合ったことで徐々に成長を遂げていったのである。その
彼の成長エピソードを追うことで、真のサラリーマンとはどうあるべきかとい
うのを読者は追体験することができる。
　伝説のサラリーマンであるだけに、タフになりたくなくとも、男でなくとも彼
の生き様から得られる教訓は多い。特に、民間企業への就職を志す人には一読の
価値ありと見る。
　ちなみに個人的に一番感銘を受けた箇所は「小さくてもいいから信念を持て」
というくだりである。

文責　学読班
読書をしていると寒いのも忘れてしまいますね。
みなさんも風邪をひかないように気を付けてください。それでは良いお年を♪

学読的

世界悪女大全
　淫乱で残虐で強欲な美人たち (文春文庫)
作者: 桐生操
 文藝春秋　650円
ISBN： 9784167679842

反社会学講座 (ちくま文庫)

作者: パオロ・マッツァリーノ
 筑摩書房　798円
ISBN： 9784480423566

　 内 容 は、現 在 日 本 で 問 題 に な っ
ている少子化やフリーターの増加

（2004年当時）について、反社会学の
立場から斬新な意見を、ユーモアを
交えつつ（というか真面目な方が珍
しい）述べたものです。
　特に気に入ったのは、「人間いいか
げん史観」でしたね。この視点から見
ると、勤勉とされる日本人もじつは
いいかげんな民族だったということ
になりますから驚きです。読んでい
て何だか肩の力が抜けますよ。

　仰天エピソードで歴史
に名を残した美女達が全
部で69人紹介されてい
ます。有名どころで言う
と、マリー･アントワネッ
ト、楊貴妃、ダイアナ妃な
どなど。性欲を満たすた
めだったり、権力を欲し
がったり、嫉妬に狂った
り・・・悪女になる理由は
様々です。読んでられな
いほどの残虐な行為も出
てきますし、この本の中では毒殺なんて日常茶飯事
なんじゃないかってくらい出てきます。

　女は恐いです。

ピーナッツ入りチョコVSアーモンド入りチョコ
僕はピーナッツ派です。実はこれが好物なのではないかと最近思い始めました。アーモンドより値段が安めで、歯
ごたえが適度で、香りも適度で、何よりアーモンドのように薄皮が混じっていないところが高ポイントです。ただ
し、どちらも高カロリーなのは仕方ないですね｡｡｡(だつ)
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学生委員会だより 12
　こんにちは、学生委員会です。私たちは、Me ～ diaを作ったり様々な企画

　を作ったりして、名大生のキャンパスライフを楽しくしていく団体です。

　このページでは、ただ今私たちが作っている企画などを紹介します。おも

　しろそうと思ったものがあれば、ぜひ見に来てください。

おしながき
①組合員直接対話的企画第1弾

　「お酒と上手に付き合う100の方法」 
②しんかんスタッフ大募集　　　　　
③受験生サポートウェブページ開設　

日時・場所のご案内
　　日時　　　　　場所
　12/10(月)　フレンドリィ南部前
　12/12(水)　北部厚生会館前
　12/13(木)　DiningForest 前

　開催時間は11:45 ～ 13:15。
　お昼時に来てみてください！

コンテンツのご案内
①アルコールパッチテスト
　アルコールに強いか弱いか？たった10分のテストであなたの体質がわかっちゃいます！

②パネルDE豆知識
　お酒と体のメカニズムや実は危険なお酒の飲み方など、意外と知らない豆知識を展示形式

　で公開します。ポケット版にまとめた冊子もプレゼントしますよ☆

③泥酔体験
　泥酔状態を体感できる特殊なゴーグルを試着します。飲み過ぎの辛さがよくわかる！？

④共済給付事例紹介
　「お酒関係で共済の給付をもらった」という事例を紹介するコーナーです。

　

　年の瀬が近づいてきましたね。忘年会や新年会などでお酒を飲むという読者のみなさんも多
いのでは？そこで、学生委員会では楽しくお酒の飲み方を学べる企画「お酒と上手に付き合う
100の方法」を開催します。
　名大生たるもの、おいしいお酒を楽しむためにも、まずは安全なお酒の飲み方をマスターし
ておきましょう。

※コンテンツは現在企画中のものであり、
　変更させていただく場合があります。

「お酒と上手に付き合う100の方法」

深夜3時！眠る？眠らない？
読書とか勉強とかネットとかしていると気づいたらこんな時間。明日朝から授業だしどうするよ！…そんな時は

「絶対朝7時半に起きないとやば～い」と自己暗示を掛けて、寝ます。でもそういう時は大抵目が冴えていて朝方ま
で寝付けず、結局一時間くらいしか眠れなかったりします。（まや）
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勧誘ではなく

　　純粋に歓迎するために――

　新歓というと、サークルや部活の勧誘を思
い浮かべがちですが、ここでいう「しんかん」
は、名大に入学してくる新入生全員が明るく
楽しい気持ちで大学生活をスタートできるよ
うに、名大の先輩としてサポートをする活動
です。
　昨年度は、名大生のナマの情報が詰まった
冊子を作ったり、新入生の友達作り企画を
行ったり、履修登録の相談会を行ったりしま
した。

今、アナタの力が必要です！

　本当に新入生のためになるしんかんを創り
あげるためには、たくさんの名大生の協力が
必要です。冊子作り一つを例にとっても、たく
さんのスタッフが集まればそれだけ魅力的な
コンテンツが作れるはずです。
　そこで、学生委員会では一緒にしんかんを
創りあげるスタッフを大募集中です。
　「ちょっと興味があるかも…」という控えめ
な人から「ウォォ！こんなのを待ってたぜ！」
というアツイ人まで、しんかんスタッフにな
りたい人は学生委員会までご連絡ください。

しんかんスタッフは何するの？

　週に１回ミーティングを開いて、企画の準備
について議論することが活動の基本となります。
　また、普段は新入生向けの冊子を全員で書
いたり、チームを作り集まって企画の作業を
したりと、結構多彩な活動をしています。
　コンテンツ作りに熱中したり、企画当日に
新入生が喜んでいる姿を見たりするのはクセ
になる楽しさです！

　学生委員会ホームページ内などで、名大受
験生のためのウェブページを作り運用してい
ます。
　のぞいてみると、受験生の頃の懐かしい記
憶が戻ってくるかもしれませんよ？
　「自分も運用してみたい！」「受験生の質問
に答えてあげたい！」という人は、学生委員会
までご連絡ください。

名大生のつれづれ日記 サポート掲示板

各ページのURL

●受験生サポートウェブページ
　http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/nusc/oc2007/

●学生委員会ホームページ
　http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/

　のほほんとした名大生の日常を書いてみま
した。名大の雰囲気を少しでも感じてくれれ
ばいいなぁ～。

　例年好評のサポート掲示板です。試験の形
式から受験勉強で感じる不安まで、いろいろ
な相談を受けます。

文責　学生委員・佐伯博仁

【学生委員会連絡先】
MAIL　→　student-c@coop.nagoya-u.ac.jp
TEL   　→　(052)781-5195

受験生サポートウェブページ開設

しんかんスタッフ大募集

五円玉v.s.五十円玉
様々な意見を脳内で戦わせた結果、五十円玉が僅差で“上”ではないかという結論が出ました。五円玉もレトロな雰
囲気の色や絵柄の稲穂などで奮闘したのですが、五十円玉はコンパクトさや金額によって辛勝した、という次第で
す。（ウナム）
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　クリスマスの思い出

と言えば、懸賞でホー

ルのクリスマスケーキが 2 個同時に

当たったことが思い出されます。  

                                         (S.N)

　おお、すごい。けど、2 個もど

うするんだ、ってかんじですよね。

まぁ、甘党の僕は大歓迎ですが。

クリスマスの思い出

Ｍｅ～ｄｉａ伝言板

　皆さん2ヶ月ぶりです！

　今年も残すところあと一月。めっきりと寒くなって

きましたが、風邪なんかひかず元気に新年を迎えま

しょう。さて、今回のMe～ dia 伝言板ではついにあ

のくまの名前が決定します、お楽しみに。もちろん通

常の投稿もたっぷりでお送りします。それでは、今年

最後のMe～ dia 伝言板をお楽しみください。

今年を○○で表すと

　上手い例えですね ( 笑 )。来年は

亀田ともども頑張って下さい。

　俺の今年１年をボクシ

ングで表すと亀田 !! 最初

はよかったんだけど、最

近はさっぱりなところが…。　　　

　　　　　　　　　　   (WildHorse)

　去年、電車の中で「今

年が十代最後のクリス

マスじゃん !?」と話し

ている人がいました。人事のように

聞いていたけど、ふと自分もである

ことに気づきました。。。(SML)

　僕も今年が十代最後…。十代らし

く若々しいクリスマスにしたいもの

です。二十歳でも充分若いと思いま

すけどね。てか、そもそも若々しい

クリスマスって何だ !?

　今年をテレビ番組で表し

たら“昼ドラ”。政治も色々

あわただしかった。(かお )

　来年は“お笑い番組”みたいに楽

しく明るく過ごしたいものです。

　今年は「新」です。

大学に入学して初めて

のことがたくさんあっ

たので。                            (KYK)

　やはり、1年生の皆さんは初の

大学生活で、これまでと違った 1

年が過ごせたみたいですね。僕は

2 年生ですが、2 年生は 2 年生で

初めてのことがたくさんありまし

たんで、僕も「新」の年ですかね。

人間毎年が「新」でありたいですね。

なんとなしに、「慣」はやだなぁ。

　昨年のクリスマスはディ

ズニーランドでした。イル

ミネーションのキラキラが素敵でし

た。                         　　      (A.I)

　パレード綺麗そうですね。僕はそ

ういった期間に行ったことがないの

で、一回行ってみたいなぁ…。でも、

人ごみは嫌いなので今年は空いてる

スペイン村に行く予定を立てていま

す。

　むかし、サンタをつか

まえようと虫取り網を

持って物陰にかくれてま

　　　　　した。 (M.A)

　サンタさん捕まえられたのでしょ

うか？捕まえてみたいですが、「やっ

た、サンタ捕まえたぜ！」「むがむが」

「あれ？お父さん何やっているの？」

とかなりそうで嫌です ( 笑 )。

　去年のクリスマスはイ

タリア村のイルミネー

ションを彼氏と一緒に見

ました。とってもロマンチックでし

た。今年もステキな思い出を作りた

いです。　　　　　　　 ( かまとと )

　イルミネーションはロマンチック

で良いですね。名駅のイルミネー

ションは結構有名ですが、イタリア

村のはあまり聞かないけど、どうな

んでしょうか？見に行ってみたいも

のです。

メガネ vs コンタクトレンズ !!

私はこれまでメガネ様と共存してきたわけですが、最近コンタクトも欲しいなと思うようになりました。メガネ

あると目が小さく見えるし、ゴーグルとかするとメガネかけれなくて結局見えないんだよねぇ。っていうか目は

大事にしよう !!（じぇにぃ）
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その他の投稿

私の雑学
　・「サントリー」は創業

者が「トリイ」だから、

トリイさん→トリイサン

→ ( ひっくり返して ) サントリイ→

サントリー

・キリンビールのラベルなどにいる

きりんの中に「キ」「リ」「ン」の文

字がかくれている !

ビールがらみ二連発、失礼しました

～。　　　　　(父はビール会社員 )

　編集部のmomo いわく、「ブリヂ

ストン」も創業者の「石橋」という

名前から、石橋→ ( 英語にして ) ス

トーンブリッジ→(ひっくり返して)

ブリッジストーン→ブリヂストン、

でブリヂストンになったそうです。

なんかかっこいい名前なのに、由来

をきくと滑稽に感じますね ( 笑 )。

　ミルクプリン愛の言葉大賞ミルクプリン愛の言葉大賞
　みなさん、ごきげんよう。わたく

しは『ミルクプリンのお姫様』こと未

留久富 凛 (20) よ。前回ひっそりと募

集されたこの企画にけっこうな投稿が

あったのでコメントつきで載せてみる

わね。

◎ふと突然　

　　食べたくなるのが　

　　　　　　ミルクプリン  (ABC)

◆そんなあなたはすでにミルクプリン中毒

◎お前のいない昼なんて、

　　　寂しくて死にそうだ。(SML)

◆一日一ミルクプリンははずせないわね

◎ミルクプリン…あなたのような

　白く・甘く・やわらかな女にな

　りたい　　　　　　　　  ( かお )

◆ミルクプリンの様な女、、、

　                         なんて素敵な響き

◎ミルクプリンになら、

                 むしろ溺れたい。(J.H)

◆一度はやってみたいミルクプリン風呂

　ふふっ、どれもこれもミルクプリン

への愛がひしひし感じられるわね。わ

たくしもうかうかしてられないわね。

あ、そうそう、この企画まだまだ続く

わよ。もっと熱い想いを持っている

ぜ、って方はどしどし応募してくださ

いね。それでは、またあいましょう。

　今年はクリスマス

授業ないね !! 自分は

補講があるけど。

                                      ( さめ )

　そうなんですよね。今年は遊べる

じゃん！……………そう思っていた

んですが、僕も補講が入ってしまい

ました。しかも、テストなんで休む

こともできず…。悲しすぎる。

　今自転車が大変です。

カゴが壊れ、ブレーキが

さび、タイヤカバーがわ

れました。悲しい。               (M.I)

　そこまで使うなんて物持ちが良い

ですね ( ←コメントするとこずれて

る )。買い替えや修理の際は是非生

協店舗をご利用ください。

　最近チョコバット

にはまってます。で

も、全然当たりませ

ん。大人買いしよっかな。　　(ぽぽ)

　チョコバット、懐かしいですね～。

僕も昔はよく買って食べてました。

それにしても、あれは全然当たらな

いですよね…。当たってもせいぜい

ヒット止まり。しかも、4枚集める

前に無くしてしまいますよね ( 笑 )。

チョコボールとチョコバット、どっ

ちが当たりやすいんでしょうか？大

人買いしても当たらないような気が

しますよねぇ…。

　昔、私の恋のライバル

は、六法全書でした。　

　　　　 (12/15は静大 )

　ん、好きな人が法学の勉強ばかり

していて見向きもしてくれなかっ

たってことですか？それなら、今の

僕の恋のライバルはDSです。いや、

見向きはしてくれるんですけどね

…。

しっとりチョコ vs しっとりきなこ。生協の商品で 103 円というロープライスながら板チョコよりもカロリーが

高く、美味しい。冬の寒さの中、堪え忍ぶにはまさにぴったり！な逸品ですが、どっちが美味しいかと言うと。

個人的にはきなこに軍配。口の中であっさり崩れる所が好きです。（シバ）
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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

 2月号の投稿のテーマ
　　　　    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、素朴な疑問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。

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。

まだまだ募集中のテーマ…
・過去に成功したor失敗した愛の告白・私の雑学

・面白い誤変換

私の旅行記

　2月といえば、もうすぐ春休み。
この長期休暇中に旅行に行く人
も多いのでは？ということで、あ
なたの旅行体験談など旅行にま
つわるエピソードを募集します。

ほしい秘密道具

　国民的人気キャラクター『ド
ラ○もん』の持っている秘密道
具のなかでほしい道具はなんで
すか？理由と一緒に教えてくだ
さい。

『メディベア（愛称：メディ）』

・ミルクプリン愛の言葉大賞

くまさん名前決めコンテスト 結果発表→→ !!
 1 なごまる ★★★★★★★
 2 なごべぁ～ ★
 3 メイ ★
 4 くまお

 5 メディベア ★★★★★★★★★★
 6 くま兵衛 ★
 7 りん太郎 ★★★
 8 くまちゃん

　　　★　→　アンケートによる投票
　　　★　→　編集部による投票

審査方法：編集部とアンケートによる得票数が

　　　　　多かったものを採用する。

審査方法：編集部とアンケートによる得票数が

　　　　　多かったものを採用する。

▼集計結果▼

メ
デ
ィ

というわけで、くまさんの名前は得票数の１番多かった…

に決定しました。今後とも、このメディをよろしくお願いしますね☆

ヨロシクね♪
メディベアという名前を考えてくれた、ＳＭＬさんとスリープさんには何か特製の物をプレゼントしますので、どうぞご期待ください。

ミルクプリン好評発売中

１ヶ６３円也

広
告

ポケット六法 vs デイリー六法 vs コンパクト六法

あんなものポケットに入るわけありません。デイリーと言うほど毎日使いません（使えよって？）。一番名前がしっ

くりくるのが、コンパクト六法です。あぁ法学部にしかわからない。( ハムハム
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Me~dia 12　全新歓公示

　私たちは、名古屋大学学生全体で新入生を歓迎、応援し、共に名古屋大学を活気あるものにし

ていく仲間を迎えます。全新歓ではそのための“新歓”を作っていきたいと思っています。

　ご意見のある方は所属構成団体を通じて、あるいは下記の連絡先まで文章またはメールでお寄

せ下さい。

　このたび、2008年度全学新入生歓迎実行委員会（略して全新歓）が発足しました。

　この委員会は以下の6団体で構成され、「新入生の不安を解消し、期待に応え、共にいきいきと

した、活気あふれる名古屋大学づくりをすすめる仲間として温かく迎えよう」という目的のもと、

活動しています。

全
ぜ ん し ん か ん

新歓公
こ う

示
じ

・名古屋大学消費生活協同組合学生委員会

・名古屋大学全学学生自治会連合会

・名古屋大学体育会

・名古屋大学文化サークル連盟

・名大祭一・二年生実行委員会

・名大祭本部実行委員会	　　　　（50音順）

☆構成団体★

　年明けの 1 月に“地獄の細道”

説明会を行う予定です。

　詳細は後日、共通教育棟Ａ館、

学生会館及び WEB などで掲示しま

す。

　地獄の細道参加希望の団体（部

活・サークル、新歓団体等）はお

見逃しの無いようにお願いします。

～　告　知　～

2008 年度全学新入生歓迎実行委員会

E-mail : zenshinkan2008@yahoo.co.jp
http://www2.jimu.nagoya-u.ac.jp/zensinkan/index.htm

■推薦入学手続き時	 	: 合格おめでとう袋を配布

■二次試験時	 	: 道案内

　	 	: 合格祈願袋を配布

■入学手続き時	 	: 合格おめでとう袋を配布

	 	: 地獄の細道　

■４月初旬	 	: 一括納入

	 	: 入学祭典

	 	: 新旧交歓会

　○昨年度の主な取り組み○

明治・森永・ロッテ…世の中に板チョコは数多く送り出されているが、最強の一枚はどれかと聞かれて果たして君は答えられるだ
ろうか？ちなみに私のイチオシはロッテのGhanaである。一枚あたりのカロリーが最大であるうえに、甘味も３社中最強（主観）。
糖分とカフェインで脳味噌がギンギンに冴え渡るのだ。やはりチョコは甘くなくてはイカンな！！なお、この前100円ショップ
にて何と110グラムの容量を誇る強者を見つけたのだが、お味の方はイマイチであった。ふッ…やはり粗悪品はイカンよ。（ひろ
ひー）
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　すっかり寒くなりましたねェ…どうも、ゆうべです。さて、今回のゆうべですが大事件です。Me ～ dia ７、10と
連続してこの前説でアンケートの閑散とした有様を嘆いていましたところ何と!!今回はアンケートが29通も！あ
りがとうございます!!特にこのゆうべのひとこえはみなさんのアンケートがあってこそ…そんな今回のゆうべは４
ページでお送りします。お楽しみ下さいね♪
Co-op Information

突撃インタビュー !!名大博物館

Trick or Treat ！

　パロは本当にすごーくかわいかったです！
さみしい１人暮らしにほしいです。 （M.I）
→寝るときの抱き枕にいいですよね。癒され
ます♪ （momo）

　野鳥や家禽が展示テーマのときに見に行っ
たことがあります。博物館のリニューアル
オープン時にはまた特別企画があるのでしょ
うか。楽しみです。 （ダニー・チュン）
→私も、工事が終わるのが楽しみです。次はな
にがあるんでしょうか？ （momo）

　バイト先にジャック・オー・ランタンありま
す。 （R.I）
→私も小さいサイズのをフラワーショップで
見かけたことがあります。かわいいですよね。 
 （編集部）

防災―亡き妻が遺したもの
　自宅生は大学で地震が起きたら歩いて家ま
で帰るのかな…。 （さめ）
→いわゆる帰宅困難者というやつです。ちな
みに僕の場合岐阜まで歩いて帰るのは現実的
でないので、しばらく名大で厄介になるつも
りです。 （ひでっちょ）

　北部購買広くてきれいになりましたよね。
文系ですがよく使ってます。 （M.F）
　さっそく北部に行きました！レンジサービ
スがうれしいですね。（坊っちゃん）
　北部生協、すごくきれいになりましたね!!商
品も探しやすくなりよかったです。  
 （KYK）
　銀行ATMの存在を知らなかったので、知れ
て良かったです。 (K子＆Tomo子)
→北部の改装に大きな反響がありました！こ
れからも北部購買をよろしくね♪(なんつっ
て) (じぇにぃ )

　北部行きました。とてもキレイです。その分
ねたましいです。大幸くればわかります。 

（MF）
→私も大幸の民なのでわかります(笑)ぜひ声
カードで訴えてください!!(T◇T) (じぇにぃ )

　だが屋が8:30開店になってとっても便利で
す。 （A.I）
→だが屋もきれいにそして使いやすくなりま
したね。個人的にはパンが面白いですよ。 
(じぇにぃ )

　以前、見学したことがありますが、本物の隕
石に磁石をくっつけられてとても感動しまし
た。 （M.A）
→磁石！…今度、試しに行きます(笑)（momo）

　地下１Fではおもしろい研究が行われてい
るんですよ！ （かお）
→博物館は学部で言うと理学部にあたるみた
いですね。理学部の自分でも新しい発見でし
た☆ （momo）

　１度行ってみたことあるけど、あれレプリ
カでなく全部本物だったんですね!!博物館っ
てすごい歴史があると思ったら2000年にで
きたんですね～。建物が古いだけかぁ。  
 （Wild Horse）
→私も今回のインタビューで知りました。建
物は古川記念館というみたいです。 （momo）

　名大博物館楽しそうですね。一回行ってみ
ます。 （A.I）
　いつか…いつか行かねばと思っていながら
行ってないです。行かねば！ （J.H）
　博物館って近寄りがたい感じだったけど、
一度行ってみます。 （R.I）
　名大博物館って、できたの意外と最近なん
ですね。入場無料だしなんだか行ってみたく
なりました。 （坊っちゃん）
読んでたら行きたくなってきました。アザラ
シとか（笑） （SML）
→工事の後、ぜひ行ってみてください♪  
 （momo）

　へぇー !!じゃこらんたんってカワイイ名前
ですよね。 （M.A）
→ひらがなで書くといっそう可愛く見えます
ね…！ （編集部）

　日本にも「お月見どろぼうです」と言って子
どもたちが町内を回るイベントがあります。
これもハロウィンと同じでお菓子やジュー
ス、あめなどをあげるんですよ。  
 （K子Tomo子）
→初めて知りました!!お月見どろぼうって何
だか日本っぽいというか…ハロウィンとは違
う趣があってよいですね！ （編集部）

　ハロウィンのルーツが知れて、とても楽し
かったです。すてきな行事ですよね!!  
 （坊っちゃん）
→すてきな行事です!!最近ではハロウィンが
秋のイベントとして市民権を得てきたよう
で、グッズなども売っていたりして嬉しくな
りますよね♪ （編集部）

　今までハロウィンの歴史のようなことは全
然知らなかったので、おもしろかったです。  
 （S.N）
　字体とかイラストとか可愛かったです。ま
め知識が増えました☆ （MF）
→ありがとうございます!!扱ってほしい季節
ネタがあったら、ぜひ教えてくださいね★ 
 （編集部）

マック VS モスバーガー

帰り道にあるのがモスだからモス勝ち？ひとりモスはステイタスたりえるけど、マックは何故かひとりでは行け

ません…味ではマックもすきなのだけども。（リト）
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学読本舗

ショッカータイムス

　簡単なレシピで今度作ってみようと思いま
した。 （かまとと）
　なすは夏のイメージがありますが…。レシ
ピはとてもよかったです。 （ABC）
　パーティレシピもぜひ教えてください。
 （ぽん）
→料理初心者の人も、上手な人にも満足して
もらえるよう努力する所存です！ （さの氏）

　ジャック・オ・ランタン作ったなんてすごい
ですね。 （M.F）
　ランタンの作り方、２回目の登場…笑。作
るっきゃないって感じですね。 （かお）
→恒例行事ですから（笑） （さの氏）

　秋はついつい食べ過ぎちゃって…。 （ぽぽ）
　秋といえば食欲の秋ですね。 （H.K）
→秋の食べすぎは仕方ありません。だって、幸
せだもの。満腹。 （さの氏）

　…テストはイヤです（泣） （SML）
　テ、テスト～それだけはご勘弁を!!
 （Wild Horse）
→まぁまぁそうおっしゃらずに。特別講義だ
けにテストには抗議って感じですか？ （梅床）

　私の友達に足立裕太郎くんがいます（笑）
 （K子Tomo子）
→おぉ、足立くんに伝えておきます。 （斉京）

国際貢献してみよう

隔月特別講義共済基礎

　地震とか、こないのが一番ですね。 （R.I）
→最近新聞に出ていたのですが、大地震が起
こるとその周辺の活断層の運動も活発になっ
て地震が連鎖する確率が上昇することもある
そうです。ここ２，３年大きな地震が連発して
いますが、まさか…？ （ひでっちょ）

　神戸の大震災のとき、叔母は「地震や!!…い
やいや、まずは落ちつかんなん。ひとまずトイ
レ行こ」と言ったそうです。 （M.A）
→意外かもしれませんが、トイレは安全な場
所です。というのは他の部屋に比べて面積に
対する柱の割合が大きいからです。大地震で
住居の大部分は崩壊しても、トイレだけ無事
に残るということがあるそうな…。
 （ひでっちょ）

　緊急地震速報、いまいち信用できません。
 （ぽぽ）
　緊急地震速報の話はすごいと思うが10秒
でどうしろと。 （H.K）
→専用の無線を使った警報装置とかで実効性
を高める工夫がなされているそうです。今後
の技術改善に期待ですね。 （ひでっちょ）

　終わってしまうのは残念です。  
 （ジャンバラヤ）
　本当に最終回でしょうか？？ （ABC）
→今月号でサプライズを何かやろうと思いま
したが、無理でした。肩透かしですいません。
 （ひでっちょ）

　「焼きなす」私も好きです。でも、この写真が
カラーになってほしいと思いますがいかがで
しょう。 （K子Tomo子）
→ぬぅーん・・・俺もカラーになったらすッご
い気合入れて料理作って載せるんですけど
ねぇ・・・ （さの氏）

　そぼろあんかけなす…ぜひ生協のメニュー
にしてほしいですね。 （S.N）
　なすがすごくおいしそうです。秋なすいい
ですよねぇ～食欲の秋ですねぇー。 （M.I）
　焼きなすのシンプルさに心打たれました。
 （J.H）
　なす美味しそう！ （S.H）
→なす、大人気ですねぇ。俺も大好きです。
 （さの氏）

　募金少ない。 （S.H）
　募金額の少なさ…せつないですね。スー
パーとかの募金箱には札が入っていることも
めずらしくないですよね。 （かお）
→この額が少ないかどうかは分かりません
が、募金をして下さる方がいるという事にた
だただ感謝です。 （ユニセフ班）　

　こんなことやってるんですね。 （M.F）
→こんな事やってます(笑)　 （ユニセフ班）

　あまり興味ありません。 （H.K）
→ですよねー。僕もこの班に配属されるまで
ぜんぜん興味なかったです。こんな事やって
る奴らがいるんだなーと生暖かい目で見てい
ただければ幸いです。 （ユニセフ班）

　募金、たまにしています（^v^） （M.I）
→ありがとうございます★ （ユニセフ班）

　名大祭での活動を知らなかったので来年は
ぜひ行ってみたいです。 （S.N）
→来年もがんばりますよ！！ （ユニセフ班）

　共済に入っている友達がけがをしたが５回
通院しないともらえないらしく、１回から出
るといいなと思いました。 （H.K）
→そういう声があるのも事実で、制度改善を
しようとしたこともあったのです。しかしな
かなか難しいようですね。 （斉京）

　"共済メイト"を南部にも置いていただくこ
とはできないでしょうか？ （ABC）
→置場がなかなかないという状況ですが、置
いてみるように職員に頼んでおきますね。
 （梅床）

　斉京先生にはお弟子さんがたくさんみえる
んですね！ （坊っちゃん）
→世界各地に200人いるとか言いはってまし
たが、たぶん僕一人です(今のところ) （梅床）

　（ゴメンナサイ＞＜）これらの本が全部ケー
タイ小説で見られればいいのに…。
 （Wild Horse）
→ケータイ小説を本に出版しなおしたものが
売れているそうです。でも、逆に本をケータイ
小説に直すと、多分ものすごーく読みにくく
なるでしょうね…。 （学読班）

　集英社文庫のナツイチフェアのため（ハッ
チーがもらえるから）この夏はなんと16冊文
庫を読みました。そういうおススメ情報待っ
てます。 （K子Tomo子）
→16冊とは凄いですね！書店のフェアや文
学賞、売れている本の情報などは、今後紹介で
きるようにしていきたいと思います。
 （学読班）

　三毛猫ホームズって猫が事件解決するの
か？ （S.H）
→是非、読んであなたの目で確認してくださ
い！ （学読班）

　「言いまつがい」はネットで見てます。家だ
からいいけど外なら変質者です。危険です。
 （M.I）
　「言いまつがい｣買ってみました。確かに電
車では読めません。 （ぽん）
→私も読みました。笑ってやるもんかと決意
して読んだのですが…ぷぷっ。みなさんも一
度読んで（もしくはネットで見て）みてくださ
いね。 （学読班）

液晶テレビ VS プラズマテレビ

ある程度大型になってくるとプラズマテレビの方が安いのですが、プラズマテレビは壊れると修理不可能なのでリ

スクを考えるとやっぱり液晶テレビですね。というより私たち学生はプラズマテレビが買える大金を持っている人

はいるのでしょうか ( 笑 )（マツカツ）
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表紙・裏表紙

PI-X

Me ～ dia伝言板

　最近解き方がわかりました！ （M.I）
→おめでとうございます!!因みに私は実はま
だよく判っていないのですが…（汗）
 （編集部）

　PI-Xしてると時間を忘れます。 （ぽぽ）
　時間かかったけど楽しかったです。
 （坊っちゃん）
　いや～楽しいっすねぇー。 （A.I）
→ありがとうございます！上述の通り、私は
学生委員会のメンバーの中でも特にやり方が
判っていない部類なのですが、こういう声を
きくと嬉しいです。 （編集部）

学生委員会だより

　移動式店舗すごい！ （S.H）
　和歌山大学には移動式店舗があるんです
ね!!驚きです。 （かまとと）
　和歌山大の存在を知りました。今年の七帝
の京大を思い出しました。大幸の生協もっと
良くしてください!!!!!! （MF）
　他大学生協レポートは、とても興味深かっ
たです。他の大学のももっと知りたいです。
 （坊っちゃん）
　他の大学生協面白そうです。名大にもいろ
いろ取り入れてほしいです。 （KYK）
　他大学っておもしろいですね。 （M.A）
　他大の学食って気になります。 （A.I）
　他大学の生協の様子を知る機会は少ないの
で面白く読みました。 （J.H）
　移動式店舗すげー !! （R.I）
　生協大学レポートがおもしろかったです。
他の大学についても知りたくなりました。
 （S.N）
　他大学の食堂って興味あります。他大のメ
ニューとかも月替わりであったらいいです
ね。 （ぽぽ）
→和歌山大学生協レポートには本当にたくさ
んの方々（なんと１０人以上も！）からおた
よりをいただきました。読んでくれてありが
とうございます。普段は名大で活動していて、
他大学のことはあまり頻繁にはレポートでき
ないのですが、いつかまたレポートを書いた
ときは読んでみてください。 （ひろひー）

　名大のシンボルカラーは何色なのでしょう
…？ （SML）
→名大のシンボルカラーは緑色らしいです。
さすが山の中にあるだけありますねぇ。ちな
みに私たち学生委員会のはオレンジ色なので
よろしく！ （ひろひー）

　なんか学生委員会楽しそう…ちょっと入っ
てみたくなりました。 （M.I）
→そう言ってもらえてすごくうれしいです。
いやぁ書いた甲斐があるってもんですよ。学
生委員会は入ってみたい人はいつでも歓迎な
ので、いちど学生委員会のミーティングにで
も来てみませんか？ （ひろひー）

森作りボランティアに行こう！　未だに、言いまつがいで某番組に出てる名
大教授がロバートの秋山に見えてしかたがな
い。 （かお）
→知らなかったので確認しました。鼻とまゆ
げの形が似ている気がしました。 （学読班）

　ってか、名大の食堂は異常なくらいしょぼ
いだろ。京大なんかメニュー豊富だし、ピザと
かもあったんだよ～フゥ。 （K子Tomo子）
→う～ん…、何とかフェアのメニューを食べ
てみたり、普段食べない基本メニューを食生
活ローテーションに入れてみたりするのが、
とりあえずの対策かもしれません。
 （ひろひー）

　自分の欄のイラストがちゃんとお馬さんに
なってた（嬉） （Wild Horse）
→狙ってみました(笑)喜んでもらえて何より
です。 （ひっしぃ）

　「ミーハー」がおもしろかったです。私の辞
書にも書いてありました。 （S.N）
　「ミーハー」の意味がなぞでした。「ペーパー
子」は林家ペー、林家パー子の略、的な感じ??
 （かまとと）
→某ネット上百科事典によると、『ミーハー…
みぃちゃん・はぁちゃんの略。当時の女性の名
前に多かった「みよちゃん･はなちゃん」から
来ていると言われる。また、英語の「Me」「Her」
から来ているという説もある。』だそうです。
う～ん、でも謎ですよねぇ…。 （ひっしぃ）

　「私の雑学」へぇ～って言ってしまいます
ね。 （ABC）
→今回も載っているので見てみてください。
きっと、へぇ～と言ってしまいますよ(笑)そ
ういえば、元ネタの番組は１年に４回スペ
シャル番組としてやるといってたのに全然や
らないですね。どうしたんだろ？（ひっしぃ）

　かわええ表紙…思わず手にとっちゃいます
ね！ （かお）
→ありがとうございます。4月号から始まっ
たくまさんシリーズですが、今回で5回目…。
けっこう好評なので、続けることができる限
り続けていきたいと思います。 （ひっしぃ）

　くまさんの名前はついに次号で発表でしょ
うか？楽しみです。 （ABC）
→くまさんの名前決定しました！詳細はMe
～ dia伝言板にて。これからは新しい名前で呼
んであげてくださいね☆ （ひっしぃ）

　次の表紙はクリスマス？除夜の鐘でもいい
です。 （さめ）
　くまさんの表紙が大好きです。次はサンタ
クロースかな？ （S.N）
→今回は、少し意表をついてみましたが、どう
でしたでしょうか？ちなみに、テーマは「帰省
先で正月の特別番組を見ながら雑煮を食べて
いるくまさん」です。 （ひっしぃ）

　え、東海地方限定?!来年度から東京暮らし
なので、今のうちに生協ミルクプリンをたら
ふく食おうと思います!! （父はビール会社員）
→どうぞ大量に召し上がって下さい（笑）なん
なら東京に山ほどお持ちいただいても・・・
 （ウナム）

　大変魅力的（ゲストにモリコロ！）ですが、
既に予定があり残念。この日他でも３か所で
モリコロ出てました。 （ダニー・チュン）
→たぶんモリコロは瞬間移動したのでしょ
う。 （ハムハム）

　私の実家は八百津にあります。実家によく
帰る方ではありませんが、名古屋で八百津の
文字を見るとなごみます。やっぱり実家はそ
ういうところなのかなぁと思います。 （J.H）
→自分の故郷の名前を意外なところで見る
と、驚くと同時にうれしくなりますよね。亀山
出身の私は、よく電気屋さんのテレビ売り場
で「亀山」の文字を見ます。 （ハムハム）

　行きたい…くっそ～予定が入ってなかった
ら絶対都竹悦子さんに会いに行くのに。
 （Wild Horse）
→それは残念です。Zippyにはたまりません
よね。 （ハムハム）

ということで、今年最後のページ下はコレでおしまいです。次回遭うときは 2008 年ということになります。では、

本年はありがとうございました、来年も Me ～ dia をよろしくお願いします。良いお年を～♪



29

Me~dia 12　ゆうべのひとこえ

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

Me ～ dia10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＞

　ページ下のひでっちょさん。ワライタケの
生育場所、マジですか?! （父はビール会社員）
→マジです。色彩豊かな幻覚が見えるので、決
して食べないでください。 （ひでっちょ）

　ページ下読んでると、だいたい「キノコ」→
「某人気ゲームソフト」、「月」→「某コスプレア

ニメ」に集約されますね。 （Wild Horse）
→みんな考えることは一緒っていうことで
(笑)やっぱりこの年代は月といったら、あの

「某美少女戦士」ですよね。今の時代の小学生
達はわかるんでしょうかね？ （ひっしぃ）

　最近いろいろなところでMe ～ diaを見る
ので手に入れやすくてうれしいです。 （S.N）
→今回は全学教育棟で配れなかったので、
ちゃんと皆さんに行き渡るか心配だったんで
すけど、そんな心配もよそになぜかいつもよ
り多く配布できたので嬉しい限りです。だい
たいの生協店舗にはMe ～ diaはおいてあり
ますので、ご利用ください。 （ひっしぃ）

　赤福が食べられなくなったのはショックで
す。 （A.I）
→そうですよね…、僕も人生が赤福と共に
あるといっても良いくらい大好きでしたか
ら。父親の出張のお土産はいつも赤福だった
なぁ、しみじみ…。白い恋人の時よりショック
です。 （ひっしぃ）

工学部４年 H.K
理学部１年 S.H
文学部１年 M.F
理学部３年 K子Tomo子
経済学部２年 A.I
法学部３年 坊っちゃん
農学部Ｍ２ 父はビール会社員
文学部１年 R.I
文学研究科１年 かまとと
教育発達科学研究科２年　 ABC

　最近はMe ～ diaをゆっくり読む時間もな
く、気がつけば一日が終わる毎日です。アン
ケートが書ける余裕はいつも持っていたいも
のです。今後も読みます。編集頑張って下さ
い！ （J.H）
　これからもがんばって下さい。 （さめ）
　今回の号もとても充実していました。また
次号も楽しみにしています。 （ABC）
→ありがとうございます。楽しみにしている
方がいるかぎり、全力でがんばっていきたい
と思いますので、今後ともよろしくお願いし
ます。 （ひっしぃ）

　このアンケートを出す所がイマイチわか
りません。声カードBOXに投稿したら前のア
ンケは掲載されていたので、そこでいいんで
しょーか？出す所（ポスト）の学内地図がほし
いです。 （M.I）
→アンケートは声カードBOXに入れていただ
いても、切手を貼って郵便ポストに入れてい
ただいても、どちらでも大丈夫です。地図は今
月号は載せることができませんでしたが、次
号に載せたいと思いますので、お待ちくださ
い。 （ひっしぃ）

　この合成っぷりが素晴らしい（笑） （SML）
→あはは・・・勘弁してください。画才はない
のです。 （ウナム）
 
　裏表紙好きです。でもなぜこんなにミルク
プリンを推すのですか?? （MF）
→実は、僕にも分かりません。"安くてうまい
生協オリジナル食品"であるという事もある
でしょうし、学生委員の伝統でもあるのです

（ホントか？）。 （ウナム）
 
今月号もすてきな裏表紙。ごちそうさまでし
た。 （坊っちゃん）
→ありがとうございます。お粗末さまでした。
 （ウナム）
 
ミルクプリン食べたい。 （KYK）
→お近くの生協購買で、一個63円で販売中の
ようです。日々のおやつにどうぞ。 （ウナム）

○ Me ～ dia 展覧会♪
　４ページにわたるゆうべ、お楽しみいただけたでしょうか？最後は秀逸なイラストたち
にしめてもらおうと思います。前回のゆうべにてちらっと、イラストもお待ちしてますよ
～と呟いてみた効果かは判りませんが、今回のアンケートにはイラストがたくさん！とい
うわけで、そのなかのいくつかをご紹介します★

←北部厚生会館にも 11 月の段階で
クリスマスツリーが出ていました。
今年もあと１ヶ月…早いですね（複
雑）。  （編集部）

（かまととさんの作品）

（MF さんの作品）

（K 子 Tomo 子さんの作品）

（SML さんの作品）

今号でついに名前が決定ッ !!（Me
～ dia 伝言板をチェック★）本誌共々
末長くよろしくお願いします！ 

（編集部）→

←かわいい !! くろねこですと主張す
る猫の表情が個人的にとてもグッっ
ときます。  （編集部）

編集：リト

　あと１ヶ月をいい１ヶ月にして、
いい感じに来年に繋げていきたいで
すよね！  （編集部）

→
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PI-X（ピクロス）

12月はクリスマス、大晦日、忘年会、
新年会とイベント尽くしで、師ならず
とも走りまわる時期ですよね。飲み過
ぎ食べ過ぎはしゃぎ過ぎには十分気
を付けて残り少ない今年を楽しんで
ください。

さて、今月の問題はそんな12月とは
何の関係もありません(笑)。

今月の問題

答えは、Me～dia某記事で
おなじみの

「○○○ー」
　　　　です。
○にはいる言葉(カタカナ)を答え
て下さい。
正解者の中から1名様に図書カー
ド1000円分をプレゼントします。
がんばって解いてくださいね。

 ▼イラストロジックの解き方

 基本的なルール
●タテ・ヨコの各列の数字の数だけ連続して黒マ
　スを作る。
●一列に数字が複数ある場合、それぞれの黒マス
　群の間には白マスを一つ以上入れる。

文責： だつ

前回の解答

前回の解答は「タコ」でした。
10月はOctober、そこからOctopusを連想してねというヒントだったわけです。タ

コって日本では食したりなんかのマスコットキャラだったりしてなじみのある生
き物ですが、英語の別名Devil fishからもわかるように、外国では悪魔のように見ら
れていたりしますよね。文化の違いっておもしろいものです。

図書カード 1000 円分の当選者は P.N. かお さんです。おめでとうございます !
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編集部員

お知らせ

おくづけ

編集後記

　Me~dia12の
アンケート締め切りは

　 1月16日必着です。

　読者の皆様のご意見をス

タッフ一同心からお待ちし

ております。

　次号Me~dia2は2月1日発行
予定です。お楽しみに!!

　前号に続いて特集

を書かせてもらいま

した。季節感を出し

て『ゆきあそび』を

特集してみましたが

どうでしたでしょうか？というか、

雪降っていますか？この文を書いて

いる 11 月の時点ではまだですが、こ

んなに寒いので、雪が降るのをつい

つい期待しちゃいます。　　( シバ )

　一気に冷え込むようにな

りました。体調など崩され

てはいないでしょうか？私

は先日エアコンを久しぶり

につけてくしゃみが止まら

なくなり…。エアコンって、埃が内部にたまり

やすい上に、部屋の埃も舞い上げてしまうので

すね。そんな教訓を生かして（？）今回は大掃

除記事を書きました。私の場合、掃除を一旦始

めるとＡ型の性か、夜が更けてもまだ掃除中な

んてことも。みなさんはそんなことのないよう

に普段から部屋をきれいに保ってくださいね

～。　　　　　　　　　　　　　　　　（まや）

　どーも服部です。

今回初めて記事をつ

くるお手伝いをさせ

てもらいましたが…

いつもこれやってる人神だと思い

ました。パソコンはまだ私の手に

負えるものではないです orz

でも楽しかったしまぁいっか～っ

て感じです w　　　　（学読班）
表紙：ひっしぃ　裏表紙：ウナム

　こんにちは。裏表紙を

合成した者です。今回で

二枚目です。何とか、先

輩 の よ う な は っ ち ゃ け

た、度肝を抜くような、

面白い裏表紙を作りたいと思っているの

ですが、なかなかあの七月号の「神、降臨」

のレベルにまでは達することができませ

ん。かくなるうえは別の商品に手を広げ

るべきなのか・・・

　まあ、次も僕が作るとは限らないので

すが。( ウナム )

　今回、ついにあのく

まさんの名前が決定し

ました。いつだったか

落書きで書いたくまさ

んがこんなに出世する

なんて…、感無量です。くまさんは永久

に不滅ですっ！

　…と言いたいのですが、編集部でくま

さんが書けるのは僕だけなんで、僕がや

めたらどうなることやら…。いまのうち

に、くまさん職人を育成しておかなけれ

ば！　　　　　　　　　　（ひっしぃ）

　 こ の 秋、 初 パ ソ コ ン を
手 に 入 れ ま し た。Word・
Excel・PowerPoint が使えて
Internet が 使 え な い 仕 様 で
す。
　「私の作業効率が大幅に改

善されてラッキー♪」と思ったのは一瞬だけで
した。
　よく考えたら、バリバリ活動するぜ～！と言っ
ていた２年生～３年生前半の時期が終わってし
まったし、そろそろ就活に本腰を入れなければ
ならないし…、あれ、もしかしてせっかくのパ
ソコンがあまり役立っていないかも？
タイミングって大事なのかもなーと思う今日こ
の頃です。　　　　　　　　　　　（ひろひー）

★☆★まだまだ新学生委員募集中★☆★
　私たち学生委員一同は新しく学生委員になってくれる人を大募集しています !! 学年問わず、Ｍｅ～ｄｉａを一緒に作ってみたい、色んな経験を積んでみたい、などな

ど思った人は、student-c@coop.nagoya-u.ac.jp まで連絡してください。もちろん、学生委員会室に来てもらったり、アンケートに書いてもらっても結構です。是非是非

連絡ください。



  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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Information:

      ＞空から雪が降ってきた・・・

      ＞と思いきや、なんとミルクプリンが降ってきた！！

      ＞これは痛い！全員に 5000 のダメージ！！


