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皆さんテスト週間真っ最中ですか？
テストがマダマダのキミも、もう終わっちゃったキミも,
co-op infomationを一緒にチェックしていこうぜ！ Here we go!
生協の最新情報はWEBでも確認することができます。
http://www.nucoop.jp/にアクセスしてみてください。

■購買部■

■書籍部■

文庫･新書の日
３冊以上買うと･･･

    15％ OFF ★

南部書籍・Books Fronte にて

2/8
(Fri)

□ビスケットの日フェアー
・森永製菓
　マリー、チョイス他…

2 月 25 日～

ビスケットの日って？？

　また、ビスケットの語源がラテン語で「bis 

coctus（ビス・コクトゥス）｣ ＝「2 度焼か

れたもの（に (2) どや (8) かれたもの）」の

意味を持っていることから、 （社）全国ビ

スケット協会では、この語源と柴田方庵の

史実を考えあわせて、 昭和 55 年に、毎年 2

月 28 日を「ビスケットの日」としました。

・グリコ

　ビスコ、クリームコロン他…

　1855 年（安政 2 年）2 月 28 日、水戸藩士の蘭医・柴田方庵が、オ

ランダ人から学んだパン・ビスケットの製法を書いた「パン・ビス

コイト製法書」を水戸藩に宛てて送った史実があります。

詳細は購買にて！

もう、１ヶ月も経っていますが、新年明けましておめでとうございます！今年もＭｅ～ｄｉａをよろしくお願い

します。それではさっそく新年一発目のページ下です。一つ目のお題は２月という事で、「UFOについて」です。

え、関係ないじゃないかって？まぁ、そんなこと気にせず、いってみましょー（汗）。（編集部）
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文責：常任理事　松井 理佐子

■旅行サービス部■

■食堂部■

号外
！
あのプランゾが
　　　帰ってくる !?

？？

　今度新しくなる
全学教育棟の建物
内 に、 プ ラ ン ゾ が
復活との噂が !?

乞うご期待！

□ウィンタープラン受付中！
　長い春休みを使って、新学年に上がる前に　自動車免許を取ろう！

○ウィンタープラン

→技能教習優先予約プラン（1日２～３時限優先予約OK）

○ウィンタースケジュールプラン

→短期修得カリキュラム（自動車学校が事前に作成したカリキュラムに基づいて教習）

○宿泊制

→オートマチック限定なら、最短 14 日間！

詳しくは旅行センターの

パンフレットをご覧ください！

□ワンディッシュメニュー
１つのお皿に２つのメニュー♪一度で二度

美味しいお得メニューの登場です★

・チキン＆ハンバーグ

・焼きそば＆ハンバーグ　

2月4日(月)～8日(金)

ALL 480 YEN!!
　

・エビカツ＆ハンバーグ

・唐揚げ＆ハンバーグ

・カニコロッケ＆ハンバーグ　

□自分で描こうオムライス企画

2月 18日 (月 )～ 22日 (金 )

詳細はまだ未定です。食堂の連絡をチェックしてください！

４月からは新学年。

これからも co-op information をよろしくお願いしますね！

UFO…宇宙人を信じるかって話で、生物学者はあまりにも地球に生命を育む良い環境が揃っているから宇宙人は

いないだろう、天文学者はあまりにも沢山の星々を知っているから宇宙人はきっといる、と言うそうです。あな

たはどちら？（シバ）
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手話の世界へようこそ。
　手話って何だろう？

　手話でしゃべってみよう（単語編）

　手話でしゃべってみよう（指文字編）

　手話は聴覚障害（音が聞こえなかったり聞こえにくかったりする）を持つ人がコミュニケーションを取る方法の１
つです。ものごとの意味を手や指の形、表情、動作などで表現します。
　かつては聴覚障害者の間で細々と使われていた手話ですが、近年は手話によるテレビ番組が放送されたり、趣味と
して手話を勉強する人が増えたりしていて、静かなブームが起こっています。
　このページでは、そんな手話の世界を少しだけ紹介していきます。

　手話では「朝」「挨拶」などの単語をいくつかつなぎ合わせて１つの文を作ります。例えば「私」「名前」「山田」「太郎」
という４つの単語を合わせると「私の名前は山田太郎です。」という文になります。「朝」＋「挨拶」は「おはよう」です。
　ここでは手話で使われる簡単な単語を紹介します。実際に手を動かしてイメージしてみましょう。

　手話には「あ」から「ん」までの文字を表す指文字があります。言いたい言葉が単語では表現しにくいときや、手話の
単語がまだ存在しないような新しい言葉は、指文字を組み合わせて表現することがあります。

私 朝 挨拶 行く 美味しい

自分を指さす こぶしを側頭部に当てて

下ろす

向かい合わせた人差し指

を曲げる

人差し指を前方に動かす 頬に手を２，３度当てる

UFO ？俺、この前見たよ。確か、グリーンベルトに不時着してたな。自宅まで乗せていってもらおうかと思ったけ
ど、レーザービーム打たれたんで逃げ帰っちゃったよ、あっはっは。…嘘です。一度も遭った事はありません。近年
は飛行機のせいで紛らわしい。（ひでっちょ）
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　広がる手話の世界～こんなところにも手話が使われています～

　もっと手話を勉強したい人のために

　聴覚障害者も楽しめるように、歌
詞を手話に翻訳した「手話ソング」い
うものがあります。たとえ音自体は
聞こえなくても、歌詞がわかるだけ
でも結構楽しめるのだそうです。
　例えば「犬のおまわりさん」のよう
な童謡から「千の風になって」のよう
なヒットソングまで、意外に幅広い
歌が手話化されています。

①手話ソング
　大学や企業、地域の中などで、手話
を自主的に勉強するサークルとい
うものがあります。手話を使ったコ
ミュニケーションを楽しむところか
ら検定試験に向けて勉強するところ
まで、様々なタイプがあるようです。
あなたの身の回りにも手話を勉強し
ている人がいるかもしれません。

②手話サークル
　ダイビングをするときに、水中で
会話するために手話を使うという人
もいます。
　潜水士として人命救助をする人に
とっては使えると便利でしょうし、
趣味でダイビングをする人にとって
も、ダイビング中に会話ができると
きっと楽しいと思います。

③水中での手話

　手話は、聴覚障害者にとっては日常生活のいたるところで使うものですが、それ以外にも意外なところで使われる
手話があります。

　手話を勉強するための第一歩として、手話技能検定や手話を用いたテレビ番組を紹介します。「手話について
ちょっと興味が湧いてきた」「もう少し手話を勉強してみたい」という人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

②手話技能検定試験①テレビの手話番組
　手話技能検定協会というNPOが主催している検定試
験です。自分の手話がどれだけ上達したか計る試験で、
指文字のみが出題される７級から、２，３年間の勉強を
要する１級まで、様々なレベルの試験があります。
　ちなみに、この他にも手話通訳技能認定試験という専
門的な試験があり、これに合格すると手話通訳士という
資格を得ることができます。

　NHKの「手話ニュース」や「みんなの手話」など、手話を
使ったテレビ番組がいくつかあります（わずかですが
NHK以外の放送局の手話番組もあります）。
　音声と手話が同時に流れるので、手話を始めたばかり
の人でも楽しむことができます。高価な教材も試験勉強
も要らないので、手軽に始めたい人におすすめです。

　筆者はこれまで手話というものをあまり意識してき
ませんでしたが、この単語は何でこんな指の動きをする
んだろう？と疑問を感じたり調べたりするうちに手話
がなかなか楽しくなってきました。あまり手話を知らな
かった人も、この機会に、手話という少し変わった言語
に触れてみてください。																															文責　ひろひー

ドレイクの式というものがあります。いってみれば宇宙にどんだけ宇宙人がいるかを推測することが出来る式な
んですが、その計算では…。要するに宇宙人はたくさんいるらしいですよ。もっともUFOのなかで実際に本当の宇
宙人だったのはないんじゃないかって思いますけど。（momo）
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第４６回

2月といえば…テスト週間！ではなくて、バレンタインっ♪

女の子が意中の彼に想いを伝える日（？）でもあり

友チョコで盛り上がる日でもありますよね♪

あなたは今年どんなバレンタインを過ごしますか？

★バレンタイン★

ショッカータイムス
　第一章　特集ページ

今回はバレンタインが近づくととっても気になる
あんな事やこんな事について

みんなにアンケートしてみました！

男女の本音？

その1 
義理チョコ(友チョコ)は欲しいですか？

　この問いについては調査した全員が「欲しい！」と回答しました。
また、義理チョコは「手作りだと嬉しい」と答えた人が多数でした。
少数派では「手作りだとお返しに困る」という答えも…

その2
呼び出しのアポは前日or当日？

　ほとんどの人が「当日」を選択しました。
「前日だとドキドキしちゃうから」だそうです。
「当日だとチョコを待ち侘びてる貰えそうにない男衆に優越感を覚える」

というなんとも不思議な回答も。
「当日渡せないと困る」と女性の本音もちらり。

確実に渡したいから前日に…という女心も分かりますが複雑ですね。

UFO はよくテレビの特番でやっていますね。最近は技術が発達して合成映像が出回っていますが、中には本当の

映像があるはず！僕は信じます。（かっちゃん）

我が出身地石川県にはNASA 公認の「UFOの町」があります。一度訪れてみてはいかがでしょう。（まや）
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　いかがでしたか？
この3つは女の子が気になる大きな問題ですよね！
この通りにやれば結ばれる☆という保証はありませんが…
まぁこのアンケート結果はほんの一部の方の意見なので
皆さんは気にせずそれぞれのバレンタインを楽しんで下さいね（e＾U＾e）

その3　
チョコを渡される(渡す)理想のシチュエーションは？
（場所やセリフなど細かく答えてもらいました！）

♂
　授業後の学校で帰る準備をしているところとか夕方の教室など
とりあえず2人になれる場所が候補に挙がっていました。
渡す時に言う言葉としては
「○○君…好きです！…これ、受け取ってください！」

とストレートに伝えて欲しいと答えた人もいれば
「かわいそうだで恵んだるわ」

と言われてみたいという意見も。笑
「チョコに手紙を添えてくれると嬉しい」とある男性。
（↑これは女性にとって結構勇気要りますよね！）

ちなみにチョコは「はにかみながら渡されると萌える」らしいですよ。笑

♀
　女性の意見では
「これ作ったから食べて」
「余っちゃったから貰って」

などの控えめなものもあれば
本気なら告白する！
という力強い（？）意見もありました。

UFO の焼きそばは低コストで量がたくさん入っているのですが、味が画一的なのでいつも飽きてしまいます。私は

GooTa 派です！（ひろひー）

歌えますけど踊れません。女性のたしなみとして踊れるようにしておくべきでしょうか。♪ゆっふぉー。（じぇにぃ）
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☆手作りsweets♪☆

　ハンドミキサーの使用を推奨します。泡立て器しか無
　 い場合は、愛と根性でカバーしましょう。
　グラニュー糖を加えるときも、数回に分けて。
　型にバターを塗ってクッキングシートを敷いておく　  
　と、外しやすくてイイです。
　５のところで、あんまりぐりぐり混ぜるとふくらみに
　くくなっちゃいます。さっくりさっくり切るように、
　とか唱えてから混ぜて下さい。
　マフィンの型やマドレーヌの型なんかに小分けして、
　 かわいらしく仕上げるのも一興。

材料
　チョコレート　　　　　　８０ｇ
　バター　　　　　　　　　６０ｇ
　卵　　　　　　　　　　　３個
　グラニュー糖　　　　　　１００ｇ
　小麦粉　　　　　　　　　２０ｇ
　ココア　　　　　　　　　２５ｇ
　牛乳　　　　　　　　　　３０ｃｃ
　粉砂糖(デコレーション用)
道具
　型(直径１６㎝型一個分)
　泡立て器
　ボウル
　クッキングシート
　秤
　ふるい

第二章　 料理魂

☆ガトーショコラ☆

甘い物はお好き？

じゃあ作っちゃいましょー。で、バレンタインに、あの人へ・・・。

☆ポイント☆

☆作り方☆

※準備
　チョコレートとバターを溶かします。湯煎とかで。
　小麦粉とココアはふるっておきましょう。
１．チョコレートとバターを混ぜる。(ボウル１)
２．卵黄とグラニュー糖４０ｇを泡立て器で混ぜる。
　  白っぽくなるまで根気よく。(ボウル２)
３．ボウル２に１を加え、混ぜる。さらに、牛乳、小麦
　  粉、ココアを加えて混ぜる。
４．卵白とグラニュー糖６０ｇをメレンゲにする。
　  (ボウル３)
５．ボウル３をボウル２に数回に分けて入れ混ぜる。
６．型に流し入れる。１６０度のオーブンで４０～　
　  ５０分焼く。
７．型から外して冷ます。
８．粉砂糖を振りかけて完成。

完成図↓

☆

☆

☆

☆

ヤキソバンというキャラクターが登場すると同時に、UFOの具にはアゲダマが加わりました。でも当時、商品が

入れ替わりきっていなかったためか、買ったUFOにアゲダマが入っていなくてスゴくショックを受けた記憶があ

ります。（だつ）
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１．チョコレートを細かく刻む。

２．生クリームとはちみつを火にかける。

３．沸騰直前で火を止め、１を加えて溶かす。

４．クッキングシートを型に引いておく。

５．３を型に流し入れ、冷蔵庫で冷やす。

６．固まったら型から出す。

７．一口サイズに切ってココアをまぶす。完成。

材料

板チョコ　　　　　　　　　　　　２１０ｇ

生クリーム　　　　　　　　　　　１００ｃｃ

はちみつ　　　　　　　　　　　　大さじ１杯

ココア　　　　　　　　　　　　　適量

☆作り方☆

ちょっと前の新聞で「女性も男性からチョコが欲しい」とかいう記事を読んだような…

今年のバレンタインは男性のあなたも手作りに挑戦してみては？

参考：クックパッド(http://cookpad.com/)

☆生チョコ☆

☆わりと簡単。

☆洋酒を入れたりするとちょっとオトナな感じに。

☆アナタ流アレンジもお試しあれ。

☆作り方のポイント☆

あとがき

文責：食生活班・ともこえりこ

↑完成図。↑完成図。

子供の頃からなりたいと思っているのですが、テレビとかで良く出ている UFO研究家ってどうやってなるんで

しょうか？永遠の謎です。知っている人がいたら情報求む。（ひっしぃ）
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共済基礎
隔月特別講義

第15講

梅床責任助教(27歳)
ばいしょうせきひで

☆★最終回です。。。★☆

隔月特別講義共済基礎、これまで（細々と）ご支援を賜りながら目標である15回目を迎えることができました。誠にあ

りがとうございました。さて、最終回ということで最終回らしく締めくくりたいところですが。。。

斉京太郎准教授(38歳)
さいきょうたろう

(斉京)みなさんのお目にふれるのも今回が最後となりました。コン

ニチハ、サイキョウデス。

(梅床)なぜ片言。
(斉京)いや、ちょっと緊張しちゃって(汗)。

(梅床)最終回ですからねぇ。そういや試験解答もぼちぼち寄せられ
ましたね。
(斉京)嬉しいねぇ、みんな私のことをカッコイイって!!

(梅床)それに対して疑問の声も寄せられましたが。。。
(斉京)ということで最終回いってみましょー !!

(梅床)こらこら、無視するんじゃない。

◆期末試験解答◆～解答と成績優秀者発表～

問１　キョ…サポート

問 2　セ…組合員コーナー

問 3　ッ…ケガで 5 日以上通院した　

問 4　セ…梟

問 5　ン…1000 円弱

問 6　サ…屋外駐輪場に置いてあった折りたたみ自転車の盗難

問 7　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　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

問 9　イ…飲酒に絡む嫌がらせ

問 10  カ…35 歳以上

問 11  イ…共済メイト

問 12  イ…たすけあいのこころ　

問 13  イ…広告

各問の正当選択肢一覧

◆上記の正当選択肢を並び替えて意味のある文を作ると、

最終的な解答は 「サイキョウセンセイカッコイイ」 となります。

各問の選択肢がそれぞれの問に関連した言葉になっていた

のにお気づき頂けましたか？

成績優秀者およびプレゼント当選者の発表

タヌローぬいぐるみ当選者

sea dog さん

タヌローストラップ当選者

伊藤林太郎さん

中野里美さん

その他の正解者の方々
石川瑞穂さん

ダニー・チュンさん

ダースさん

ki さん

ご応募ありがとうございました。当選者の方

へは 2月中に賞品が届くように発送致します。

未確認飛行物体については何もおもうところはありませんが、焼きソバのほうはおいしいと思います。初めて食

べたときはあの湯切りシステムに感嘆しました。（リト）
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◆最後に◆～共済の心～

名古屋大学のみなさんへ

( 斉京 ) 共済と保険は違います。どちらが善い悪いということではなく、どのような人に適しているか

が違うのです。これまで講義で紹介してきた内容を見て頂いた方には、その違いがなんとなくわかって

もらえたのではないでしょうか。

　もっと細かいことを見ていこうと思えば、さらに 15 回くらい講義ができます。が、しかしそれは私

の本意ではありませんし、あとはみなさん自身で勉強していってほしいという気持ちもあります。社会

人になってから自身の加入する保険や共済についての下調べになるかもしれませんしね。

　共済は＜たすけあいの制度＞だということを述べてきましたが、その感じ方や表現の仕方は人それぞ

れです。私の考え方を押しつける気などありません。でも忘れないでください。給付を受けた方々がど

のような思いをされたか、給付を受けていない方々の思いがどのように役だったのか。共済とは目に見

える制度やお金の流れだけではない、心を伴ったものなのだということを。

◆講義終了後◆～さようなら斉京先生～

　講義が終わり、アンケート回収を

終えた梅床は斉京がいなくなってい

ることに気付く。研究室にいるだろ

うと思い戻ってみると、そこには山

積みにされた資料と一枚の書き置き

があった。

「せ…先生 !! 勝手すぎますっ !!

斉京先生っっっっっ !!!」

　この後、斉京の研究成果を梅床がまとめ

あげて発表し、学会に大きな波紋を広げる

ことになるのだが、それはまた別の話。。。

斉京は今もどこかで、共済を広めるための

講義をしているのだろう。それが彼の使命

なのだから。

梅床くんへ

今までいろいろと世話になったね。実は

私には行かなくちゃならないところがあ

るんだ。それは共済のことをもっと多く

の人に知ってもらうために必要だ。気ま

まな私を許しておくれ。代わりというわ

けではないけど、私の研究資料を全て残

していく。自由に使ってもらってかまわ

ない。また会える時を楽しみにしている。

我が一番弟子よ。

文責 ： 斉京太郎 & 梅床責任 (Created by だつ )

UFO。うさんくさいながらも、どこかロマンを感じますよね。目的が“偵察”なら嫌だけど、“視察”なら良いかなあ、

とか・・・あ、“観光” とかでもちょっと嫌ですけどね。ああ、星新一さんを思い出すなぁ。（ウナム）
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学 読 本 舗
vol.18

最近の学読班は…（12・1月の活動）

　いつの間にか冬休みも終わり、気がつくともう２月。憎き期末試験の季節です…ああ、憂鬱だぁ～。
　試験対策の合間に一冊如何ですか？疲れた頭をリフレッシュ！
　でも、程々に。のめり込みすぎてリセット！何てことになってはいけませんから…。

　火曜日の昼休みにA館22番教室でオススメの本を持ち寄って感想を伝えあったり、雑談で盛りあがったり、ほの
ぼのと活動を続けてます。興味がありましたら一度のぞきに来て下さい♪

300字小説

　前回募集したところ、早速応募がありました!!ありがとうございます。それでは、紹介させていただきます!

俺は目を真っ赤にしていた。
涙こそ流し切ったが、思考は完全にストップしていた。
彼女は帰りの電車で俺の前に立っていた。
彼女の目も真っ赤だった。
しかし彼女は俺とは違った。
彼女の目はまっすぐ何かを見据えていた。
俺はどうやら彼女をじっと見ていたらしい。
彼女の目は俺をとらえる。
すると彼女はふっと顔を緩め、つられて俺も微笑んだ。
照れ臭くなった俺は彼女から目線を外す。
夜の窓に疲れ切った俺の顔が映りはっとする。
涙におぼれてはいけない。
俺はまた彼女の方を見る。
彼女はやはり何かを見据えていて、もはや俺をとらえはしない。
俺も彼女に習い遠くを見据えてみる。
彼女の目には何が見えているのだろう。
俺の目にはまだ何も映らない。　　　　　　　　―edit by ひめ

『電車』

作品が集まったら優秀作品に「学読大賞」
を差し上げます。
みなさま、奮ってご参加を!
作品に関する感想もお待ちしています!
感想はアンケートの方にお願いします。

 ★応募内容★

自作小説
もしくは本に関係する内容のエッセイ

（いずれも300字以内でお願いします）

 ★応募方法★

①gakudokuhan@yahoo.co.jp
②紙に書いてＭe ～ diaアンケートに
　添付

※いずれの場合も、名前、所属（学部学年）、
ニックネームを忘れずに明記して下さい。

「300字小説」を募集しています！

続いてのテーマは「理想のメイドさん」です。はい、また２月と関係ないですね。今や大ブームとなっている(?)メイ
ドさん。編集部の中にもメイド喫茶に行ったことのある人がいるようです。みんなはメイドさんに、どんな幻想を
抱いているのでしょうか？（編集部）



13

Me~dia 2　学読本舗

活字中毒
◆1月のオススメ本◆

学読班員オススメの本を紹介します。

みなさんも「ちょっとこれ読んでみて～」とついつい人に薦めたくな

る本があったら教えてくださいね。

文責　学読班

遅ればせながら、あけましておめでとうございます!今年一年が皆さまにとって幸せなものとなりますように…。

学読的

　アイデアを作り出すノウハウの、最も本質的な部分を簡潔にまとめ
た実用書です。書かれたのが昔のことだし、この分野ではあんまり有
名すぎて逆に読む気がしなかったんだけど、学校の授業の課題で読ん
で良さに気付きました。重要な要素を全て盛り込んでいながら、ほと
んど無駄が無いです。
　一つ、本書に加えるべき内容があるとすれば、それは２段階目で

「思ったことをとにかく全て書き出す」ということであると思います。
人は知らず知らずのうちに、思いついたアイデアの芽をアウトプット
する前に揉み消してしまいますが、この段階ではそれは避けるべきで
です。また、著者が述べるようにこの段階は十分に行われないことが
多いため、思考を実際に書き出すことで「大量に案を書き出すまでは
諦めない」というように、自分に制約をかけることができます。ただし
これはかなり具体的な部類の方法論であり、別の本で語られるべきこ
となのかもしれません。

※その他の本の感想はブログ「学読班日誌」上で随時紹介していますので、よろしかったらそちらもご覧ください。

『アイデアのつくり方』
ジェームズ・W・ヤング

ティービーエス・ブリタニカ
定価　816円
ISBN: 978-4484881041

　恋人と公園でいちゃついていた所を暴漢に襲われ、助けに入った警察
官を助けることなく見殺しにしてしまった男。恋人に「卑怯者」の一言を
残して去られてしまい、その汚名を雪

そそ

ぐために安定した生活を捨てて警
察官に転身し、犯人探しに一生を捧げるという内容です。
　私の生まれる以前の作品ですので描かれている時代に実感が湧きませ
ん。が、それにしても主人公の男を中心として、様々な事情を抱えた人物
を巧みに時間軸を前後させて描き、一見何の関係もないその人々を一つ
に結び付けていく手法が実に見事です。そして結末は予測不可能で、驚く
べきものでした。ネタバレになってしまうので詳しくは言えませんが、物
語のすべてが覆るほど強烈なものでした。男が一生を懸けて追い求めて
いた真実とは一体何だったのか…是非ご一読を!

『青春の証明』（角川文庫）
森村誠一

角川書店
定価　660円
ISBN: 978-4041753620

そうだなあ、妹系が良いなあ。ついでに、スカートが短くて、巨乳だったらもっといいなあ。…すいません、うそで
す。でも、王道な気がします。でも、メガネは要らないです。（ひでっちょ）
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2
12月・1月の活動報告

総代meeting#6・#7開催！
　12/14(金)に総代meeting#6、1/11(金)に#7を行いました！
今年度の総代meetingも残すところあと１回。
今までの活動を振り返り、来年の課題をまとめたり、早くも来年度始め
に企画をやろうと着々と準備を進めているところもあるようです。
来年度以降も総代さん達の活動に注目ですよっ！

#6での南食フレンズ（南部食堂・フレンドリィ南部に関わる
総代のチーム）話し合いの様子。おでん企画の準備でした。→

全国総会参加！全国の学生委員と交流しました。
　12/15(土)・16(日)に全国総会に出席してきました。
　全国各地の大学から学生委員が集まって、今後一年間の活動方針を決
めたり、他大学の活動報告を見聞きしてきました。
　このような全国規模のネットワークを活かし、今後のよりよい活動に
活かしていこうと思います。

全国総会での名大生協学生委員会の活動紹介の様子。色はモ
ノクロで伝わりませんが、オレンジの学生委員会パーカー
や、Me ～ dia、生協Walkerの展示を行いました。　　　  →

やっぱ命令に従順なメイドさんがいいですね、そばに置いておくなら。そんなことより、メイドさんって『イギリスの家政婦さん』
という認識で正しいのでしょうか？この認識が正しければ、『家政婦は見た～』はイギリスでは『メイドは見た～』になるのでしょ
うか？市原悦子のメイド姿は見たくないなぁ。ちなみに、12月号の表紙にメイドくまさんがいるのですが、皆さん気づいてるの
でしょうか？反応がないからすべったのかなぁ…。（ひっしぃ）

▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。

詳しくは、組合員コーナーのポスターにて。

お酒と上手に付き合う100の方法
　前号でも紹介したように、12/10(月),12(水),13(木)に、安全なお酒
の飲み方を学べる企画「お酒と上手に付き合う100の方法」を行いまし
た。
　アルコールに強いかがわかるパッチテストや、泥酔状態を体験でき
るゴーグルなど、参加者に楽しくお酒について学んでもらいました。ま
た、お酒に関する企画限定冊子も配布しました。

泥酔ゴーグル体験の様子。ゴーグルをかけると、普通だと簡
単にできるはずの片足ができなくなってしまいました。 →

2222222
▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。▲現在大学生協の新しいマークを募集しています。

学生委員会だより
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Me~dia 2　学生委員会だより

文責：学生委員　芝川雄太

生協Walker003・004号完成

　生協Walkerとは、購買にある商品などを、学
生視点で分析、紹介するレビュー企画です。

　生協Walker003号では、「Red Bullエナジード
リンク」、004号では「紅白靴下」を紹介しまし
た。

　生協Walkerは南部食堂の学生委員会掲示板
と北部食堂の階段横に掲示してありますので、
機会があれば是非見ていって下さい。

今後の活動予定

　2008年度の新入生全員に配る冊子『名大解体新書』を作っています。
　内容は、名大生の１年を紹介したり、名大地図、勉強方面では大に外国
語等、進路に部活・サークル、バイトその他様々な情報を盛り沢山！
名大生の先輩として、しっかりアドヴァイスを載せておきます。

写真は2007年度の新入生歓迎冊子『よくわかる名大』のものです。→

新歓ウェブ2008始動！

　新入生に総合的サポートするウェブページを作りました。
右の写真は設立当初のものなのでまだ何もありませんが、ど
んどん更新していく予定です。
(URL) http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/nusc/sinkan2008/

生協の全国総会に向かう道中の秋葉原で、同輩とメイド喫茶へ行きました。男性の店員さん（スーツ姿）が受付をしていたのです
が、その人のカッターの右襟だけが飛び出ていることについて、仕様か手落ちかが話題になりました。でも階下にある系列店の店
員さんの右襟も同様に飛び出ていました。それはともかく、音楽の趣味が合うメイドさんとかいいなぁ。でも家事は自分でやりた
い。。。（だつ）

2008年度新入生歓迎冊子・「名大解体新書」

その他新入生歓迎企画も色々と企画中！

　上記の他にも、受験宿泊をする学生が不安を取り除けるような企画の受験宿泊相談コーナーや、
新入生が友達を作ることのできる企画の友達作り企画「名大フレンドパーク」など、新入生の役に
立てるようなさまざまな企画を計画しています。
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ほしい秘密道具私の旅行記

Ｍｅ～ｄｉａ伝言板

　今更な感じですが、新年あけましておめでとうござ

います！みなさんは今年の新年はどう過ごしました

か？僕は、今年は大掃除して、初詣にも行ってかなり

満喫しました。ただ、お餅があんまり食べられなかっ

たのが心残りです ( 笑 )。

　さて、もうすぐテストですね。そして、それが終わ

れば長い春休み！今回のテーマのように、楽しい旅を

してみるのも良いかもしれませんね。

　ガマグチヨタカ（愛ら

しい鳥です）に会うため

に先月ケアンズに行って

きました。ジェットスター航空に

TEL で予約する際、「日本語」を選

択すると日本語のあやしいオペレー

ターが出ると聞いていたので、「英

語」を選択しました。すると出たの

は間違いなく大阪弁ネイティブの日

本人男性でした。「日本語」と「英

語」が逆に接続されているのでしょ

うか。謎です。　　（ダニー・チュン）

　飛行機の予約した事ないんで、良

くわかんないんですが、確かに謎で

すね。機会がある人は是非。それに

しても、ガマグチヨタカ確かに愛ら

しいです、会いに行きたくなる気持

ちもわかるかも。

　じゃあ対抗して、僕は四次元ポ

ケット付きのドラえもんがほしいで

す。あっ、もはや秘密道具じゃない

ですね ( 笑 )。

　そうですね、お金の問題はかなり

おおきいです。でも、「旅行は移動

も旅行だ」をモットーにしている僕

からしてはちょっと物足りないかも

…。ってことで、僕はタケコプター

をおします。電池代かかりそうだけ

ど。

　ドラゑもんの道具、一

番ほしいのはもちろん四

次元ポケットです !! 中身

入りで !!これさえあれば全部手に入

ります！最強！                   （M.I）

　やっぱりどこでもド

アがほしいです。交通費

がなくなるのは大きい

と思います。　　　　　  （sea dog）

　尾道いいところです

よ、尾道。友達と 2人で

行ってきました。1泊し

ましたが、強行軍なら日帰りも可能

です。　　　　　　　（きのこんぐ）

　尾道…(インターネットで検索中)

…広島県ですかぁ。広島県は高校の

修学旅行で行ったきりだからもう一

度行きたいです。中国地方の町並み

はどこもキレイですからね、和みま

す。１週間くらいのんびりと滞在す

るのも良いですね。

▲ガマグチヨタカ伝言板イラスト名鑑①     作：ki

理想のメイドさん…敢えて、秘密の多いメイドさんを掲げてみる！…うん、興味は沸くんでないか…。←たぶん、

実際いたらスルーしそうな小心者。（シバ）

無口無表情でも仕事はちゃんとするメイドさん。（momo）
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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

 4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

春といえば

　次の号が出るのは、４月という
ことで、春についてのテーマで
す。安直？春といえば、入学式や
花見などたくさんのものが思い
浮かびます。春と聞いて、あなた
は何を思い浮かべますか？

地元自慢

　多くの人は自分の地元に
誇りを持っているはず。自
分の地元についての話を募
集します。

・ミルクプリン愛の言葉大賞

ミルクプリン好評発売中

１ヶ６３円也

広
告

　こたつみかん…みか

んと言えば、マギー審

司さんのマジックが思い出されま

す。（M.A）

　それって、みかんに親指を刺して、

「みかんが中にういてる～」ってや

つですよね？ついついやっちゃいま

すよね～、アレ ( 笑 )。
　気持ち分かります！当たること

は、まずあり得ないんですけど緊張

しますよね。ついつい、どれが当た

りか真剣に選んでみたり、一気に2，

3個買ったりしちゃいます。チョコ

ボールは宝くじと通じる物がありま

すね。

　四次元ポケットやはり人気です

ね。この中には人間も入れるので、

地震とかで外が危険でも中に入っ

ちゃえば安全ですしね。まさに万

能！

　最近、キョロちゃん

にハマッてます。フタ

を開けるときのドキド

キ、はまりますなぁ☆　　　（M.A）

　どこでもドア。学校遅

刻しなくなるので。

　　　　　　　（ダース）

　こういう使い方なら歓迎ですね、

「旅行は移動も旅行だ」をモットーに

している僕としても。

　四次元ポケット。これで

パソコンも自転車も食料も

持ち運べるならとっても便

利だし、何が起きても安心

ですね。                            　 （ki）

  その他の投稿

伝言板イラスト名鑑②　作：M.I

伝言板イラスト名鑑③ 
作：みなちゃん

↑前号のミルクプリン愛の言葉大賞

にあった、「ミルクプリンに溺れた

い」を絵に描いてみたんだそうです。

メイドより執事がいいです。ロマンスグレーな感じだと最高です。というかメイドブームはもうとっくに去った
のでは…？（リト）
理想のメイドさん…僕の理想のメイドさんはやさしい人がいいです。お手伝いさんとして雇うなら気が利く優し
い人なら僕もハッピーになるはずです。（かっちゃん）
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　今さらですが明けましておめでとうございます。今年もMe～ diaをよろしく
お願いします。もうテスト期間に入っている方もいるのでしょうか？是非テス
トの息抜きにMe～ diaをお読み下さい。それでは早速行ってみましょう～！

Co-op Information

ゆきあそび

大掃除マイスターへの道

○冬は毎朝霜柱をふみながら学校に行くのが
楽しみでした。あのザクザクッて感触がたま
らないっ！！	 （ki）
→凍った雪を踏むのもいい感触ですよね♪	 	
	 （編集部）
○毎年、霜焼けには困ってます。（きのこんぐ）
→私も昨日足の指が霜焼けになりつつあると
気づきました。	 （編集部）

○ガンダム00に出てくるガンダムマイス
ターのパクリですか。笑	 （まえやん）
→すみません、執筆当時は知りませんでした。
マイスター＝熟練者の意味で使っています。
日本では「ベジタブルマイスター」「お米マイ
スター」のように職に関する民間資格でつい
ているのを最近見かけます。	 （まや）
○掃除めんどう…。だけどいいお嫁さんにな
るためにがんばるぞー！	 （みなちゃん）
→家事ができる女は強いです。	 （まや）
	○ホウキとチリトリ、いいですよね♪そうじ
きはウルサイし、意外に吸ってくれないので、
ホウキ＆チリトリ大活躍しています。大掃除
…もうそんな季節か…	 （M.I）
→１万円くらいの掃除機はヘッドが軽くてな
かなか吸引力が無いんですよね…。ホウキは
フローリングとかでも静電気が（あんまり）発
生しないので便利です☆	 （まや）

○彼氏と料理して二人で食べたいなぁ
	 （みなちゃん）
→ステキなシチュエーションですねぇ。きっ
と部屋中幸せオーラで満たされることでしょ
う（≧∀≦）	 （さの氏）
○トマトペーストおいしそうでした。何にで
も使えそうですね。	 （S.N）
→正月の残りのおもちにかけて、チーズを載
せてオーブンに。お手軽でオサレにいただけ
ます（＠▽＠）	 （さの氏）
○料理のコーナーは本当好きです。おなかす
いてくる…いま夜の11:30なんですが本当お
なかすいてきました。文章がちょっとなげや
りっぽいとこが大好きですｗ	 （M.I）
→ご飯のことを考えてるといろいろ投げやりにな
るのですよ（ー△ー；）私もお腹空いてます、年中。ち
なみに、今月からめーでぃあ担当が変わります。新
生ショッカータイムスも変わらぬ応援おねがいし
ます♪	 （さの氏）

学読本舗

ショッカータイムス

○キョセツセカサウコイカイイイ	 （タヌコ）
→各問の解答をそのままならべるとこうなり
ますね。申しわけありませんが、完全な解答と
は言い難いので｡｡。ってタヌコ？？（斉京）
○空き巣に入られた夢を見ました。正夢にな
りませんように。	 （M.A）
→少し前に本山や池下のあたりで盗難が頻発
していました。特に大通りから数本奥に入っ
た通りなどはお気を付けください。	 （梅床）
○大学生の常識クイズみたいでした。
	 （ダニー・チュン）
→名大生の常識となるくらいに浸透していく
といいなと思います。	 （斉京）

○「世界悪女大全」がすっごくおもしろそー。	
	 （R.I）
○世界悪女大全はフツウに面白そう。（タヌコ）
○「12月の本」が全体的に濃いですね（笑）悪
女大全が実は気になっていたりする…。	（ki）
→「世界悪女大全」は、班内でもたくさんの人
に読まれました。悪女と呼ばれるだけあって、
半端じゃない、ブッとんだ人ばかりです。ご一
読をオススメします！	 （学読班）
○12月の本、島耕作が気になりました。
	 （きのこんぐ）
○島耕作はまんがでよくよみます。	 （H.K）
→私は島耕作読んだことないです…機会が
あったら読んでみたいと思います。たまにはマ
ンガの紹介でもしてみましょうか…	 (学読班)
○本の見つけ方が参考になりました。いろん
な見つけ方がありますね。	 （S.N）
→お力になれて何よりです。私はあらすじを
読んで、おもしろそうだと感じた物を読んだ
りします。直感で選ぶのも悪くないですよ。	 	
	 （学読班）

隔月特別講義共済基礎

○15％ OFFキター o(ﾟ∀ﾟ)o ！！	 （ki）
○書籍全品15％OFFの日に行ってみようと思
いました。　　　　　　	 （sea	dog）
→私も１限が終わると同時にフロンテに駆け
込みました。開店直後からものすごい人でし
たね。	 （momo）
○きしめん食べてみたいです！！	 （M.A）
○東海北陸フェアは今年からですよね？どれ
もおいしくて、全部食べきれなかったのが残
念です。来年もぜひ！！	 （タヌコ）
○食堂のフェアが毎回楽しみです！	 （S.N）
→自分で紹介しておきながら、実はあまり食
べていなかったり…。でも富山のブラック
ラーメンはおいしかったですよ。来年にも期
待です。	 （momo）
○企画でなくともロコモコが食べたいと思っ
て考えて結果、レギュラーメニューでも、自作
ロコモコがやれそうですよ。	 （きのこんぐ）
→確かに…！ご飯にハンバーグとソースをか
ければロコモコですよね！ちなみに私は丼物
はスプーンで食べます。	 （momo）

○雪が降るとしんしんとしてあったかくなり
ますよね。部屋の中から眺めるのが一番です。	
	 （M.A）
→実家に帰った年末年始は大雪でした。窓か
らの景色は幻想的でしたが、毎日雪かきでし
た。降りすぎ…。	 （編集部）

いや、キチンと仕事をしてくれれば良いと思いますよ。この前 “メイド喫茶” に潜入した編集部員の話を聞いて

いましたが、私についていける内容ではなかったです…。（ひろひー）



19

Me~dia 2　ゆうべのひとこえ

M.A さんの作品

←腐海状態となった部屋にオウムが

現れたようです。（編集部）

２月なら節分！裏表紙は節分ネタです。

お楽しみください！（編集部）→

○「お酒と上手に付き合う100の方法」行きた
かったけど、終わってました。タイムマシンに
乗って行ってみます。いいえ、ケフィアです。	
	 （ダーズ）
→酒と企画グッズを持ってお待ちしていま
す。いいえ、ケフィアです。	 （ひろひー）
○しんかんスタッフや受験生サポートweb
ページ、すごくお世話になったので懐かしい
です＾□＾今年の受験生＆来年の新入生も、こ
ういった活動を通して安心してもらえたらい
いですね！！がんばってください！	 （M.I）
→ぃやっほうっ♪覚えていてくれるなんて、
すごくうれしいです！こんなコメントをも
らったらますますがんばっちゃいますよ！！	
	 （ひろひー）
○お酒と上手に付き合う100の方法とありま
すが、100コも覚えてられません。	 （H.K）
→ですよねー。ひまなときにお酒と上手に付
き合う方法を数えてみましたが、残念ながら
100個もありませんでした。	 （ひろひー）

○ミルクプリン愛の言葉大賞読むと食べたく
なってしまいます。	 （sea	dog）
○愛の言葉大賞…っ。楽しすぎる。	 （ki）
○ミルクプリンおもしろかったです	 （S.N）
→ありがとうございます。色々と好評なよう
でうれしい限りです。もともと思いつきの企
画でしたが、意外と皆さんノリノリな様で
(笑)今後も募集を続けていきますので、投稿
して下さいね☆	 （ひっしぃ）
○メディちゃん、こちらこそよろしくね♪（タヌコ）
→はい、よろしくお願いしますっ☆色んな所
に出没しているので、見かけたら声をかけて
下さいね♪	 （メディ）
○ミルクプリン広告がさり気なく挿入されて
いて、面白かったです。	 （ダニー・チュン）
→今後もちょっとした小ネタを挟みつつ書い
ていきたいと思います。	 （ひっしぃ）

○裏表紙おもしろいですね。表紙もかわいい
し毎回楽しみです。	 （S.N）
→ありがとうございます！これからも精進し
ます。	 （ひっしぃ＆ウナム）
○裏表紙、あいかわらずミルクプリンですね。（R.I）
○ミルクプリンはあきた。	 （H.K）
→うっ・・・すみません、今月もミルクプリン
です。う～ん…次はcoopヌードルを導入すべ
きか…。	 （ウナム）

○Me ～ diaをこれからも長くつづけてくだ
さい。	 （sea	dog）
→Me ～ diaは1988年から発行している冊子
なので、僕たちもできる限り続けていこうと
思っています。実は、Me～ dia って僕と同い
年なんだよなぁ…。	 （ひっしぃ）
○メディベアになりましたねー☆なごまる
に投票した私やや複雑な気分かな。でも名前
がつくことによってみんなにもっと愛される
キャラになりそうです。	 （M.I）
→名前は「メディ」と「なごまる」の二強でした
が、タッチの差で「メディ」に。編集部でも「な
ごまる」は結構人気でしたよ。	 （ひっしぃ）

学生委員会だより 表紙・裏表紙

Me ～ dia伝言板

その他

PI-X
○今回は簡単だった。 　  （まえやん）
○むず…   　 　　　（R.I）
→全く正反対のご意見ですね。私自身は “ほ
どほど” だと思って作ったのですが、そのへ
んのバランスは難しいですね。今後にご期待
ください。                        （だつ）
○途中まで「モリゾー」と思ってました。
  　　　（ダニー・チュン）
→カンゾー、ジンゾー、シンゾー ｡｡。忍者
みたいな名前ですね。 　　　  （だつ）

Me～ dia12アンケート当選者（敬称略）
文学部１年	 ダーズ
文学部１年	 みなちゃん
文学部１年	 きのこんぐ
法学部１年	 M.I
理学部１年	 M.A
法学部３年	 タヌコ
理学部４年	 ki
工学部４年	 H.K
国際開発研究科	 ダニー・チュン

当選おめでとうございます。
今後も Me ～ dia をご愛読下さい。

＜ 12 月号のアンケートは 13 枚でした。＞
※今回は共済と PI-X でもプレゼントがあるた

め、アンケートの当選者は９人となっています。

Ranking
第１位（３票）              PI-X
          大掃除マイスター
   Me ～ dia 伝言板
第２位（２票）

イラストコーナーイラストコーナー

M.I さんの作品

ダーズさんの作品

←ヨーグルト、いいえミルクプリンです。

イイ表情してます。（編集部）

編集：momo

↓タケコプター！（編集部）

M.I さんの作品

かわいいメイドさんもいいけど、自分専用（！）ならば、つよくてかっこよくて料理洗濯家事も●●も上手で女

の子らしさもある、某美少女戦士の M ちゃんみたいなひとがいいかも。（じぇにぃ）
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Ｍｅ～ｄｉａのアンケートを出して図書券を当てよう！
　Ｍｅ～ｄｉａでは、本誌を読者の皆さんにとってより良いものにするために、毎回アンケートを
取っています。読み終わったら、ぜひぜひアンケートを書いて頂くよう、ご協力お願いします。
　また、協力して頂いた方の中から抽選で毎号10名の方に500円分の図書券を差し上げています。

アンケートの出し方

アンケート回収場所ＭＡＰ

→ →
　あとは、次号を待つだけ。
　当選者は「ゆうべのひとこえ」
　のページに掲載されます。

　アンケートの投稿方法は三通りあります。
　①各生協店舗の声カードボックスに投函する。
　②80円切手を貼って郵便ポストに投函する。
　③南部食堂裏の学生委員会室に持ってくる。
　どの方法でも良いので、
　　　　　　締め切り日までに投稿して下さい。

　Ｍｅ～ｄｉａを手に入れて、読
　破する。
　本誌に挟み込んである色つきの
　アンケート（今回は薄紫色）に意
　見・感想を記入する。

ＳＴＥＰ２．アンケートを投稿する。ＳＴＥＰ１．アンケートを書く。 ＳＴＥＰ３．次号を待つ。

鏡ヶ池

農　学　部

豊田講堂
シンポジオン

情報文化学部
全学教育棟

工　学　部

工　学　部

理　学　部

教育学部

文学部

文系総合館

法学部

経済学部

図書館
１番出口

２番出口

３番出口

★

★ ★

★

★

文責：Me ～ dia編集部

アンケート回収ボックスの設置場所です。投函する場合はこれらの回収ボックスにてお願いします。

北部購買入口付近 BooksFronte入口付近

南部購買入口付近

▲南部購買の回収ボックス

学生委員会室

南部食堂裏にある学生
委員会室に持ってきて
もらってもＯＫです。中
にいる人に渡して下さ
い。ちなみに、編集部で
もあります。

北部食堂出口付近 フォレスト出口付近
の声カード回収ボックスの声カード回収ボックス

南部食堂出口付近
パンだが屋内

の声カード回収ボックス

掃除洗濯自炊は自分で楽しんでやってますが、安いスーパーを探して底値で買い物をする暇がありません。毎朝チ
ラシをチェックして授業の間に買い出しに行ってくれるメイドさんがいたらいいのにな。（まや）
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―声を贈るには？
Me ～ dia2アンケートの「新入生に声を贈ろう」欄に書いて下さい。

みなさんからお寄せいただいた声はMe ～ dia4に掲載します。

直筆のコピーを想定していますが、

それが都合悪い方はその旨をアンケートに書いてお送り下さい。

皆さんの温かい声をお待ちしています。

文責：名大生協学生委員会一同

「冬来たりなば春遠からじ」という言葉がありますよね。

そう、もうすぐ春です。

春にはたくさんの新入生が入ってきますね。

そこで新たな名大生へメッセージを贈ってみませんか？

先輩としてアドバイスや、歓迎・励ましの言葉etc...

みなさんからの一言をお待ちしています。

昨年度の声

新入生に声を贈ろう♪新入生に声を贈ろう♪新入生に声を贈ろう♪

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）

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）

…理想のメイド……？
いやあの、理想も何も、えーとそうだそもそもメイドさん雇うほど裕福じゃないですしネ。縁が無さ過ぎてわかりま
せんヨ、うん。…すみません無茶ぶりですカンベンしてください………（ウナム）
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PI-X（ピクロス）

○今月の問題○
2008年になってはや2 ヶ月。時が経

つのがはやく感じられるのは皆さん
も同じでしょうか。

さて、2月はバレンタインなどのイ
ベントがありますね。今月の問題は2
月に関係しています。

答えは、2月でおなじみの

「○○」　　
　　　　です。
　○にはいる言葉(ひらがな)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。がんばってチャレンジしてく
ださいね。

 ▼イラストロジックの解き方

 ○基本的なルール○
１、タテ・ヨコの各列の数字の数だけ連続して黒
　   マスを作る。
２、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。

前号の解答

図書カード 1000 円分の当選者は法学部 M.I さんです。

おめでとうございます !

　前号の答えは「タヌロー」でした。
　12月にはまったく関係なかったですが、Me~diaを愛読していただい
ている皆さんはタヌローがどこに現れているかお分かりですよね。
　え、わからない？そんなアナタはもう一度探してみましょう(笑)。

文責：かっちゃん

ということで、この号も次のページでお終いです。授業も大詰めで忙しい時期ですので、体には気をつけてお過ご
し下さい。それでは、またＭｅ～ｄｉａ４でお会いしましょう！（編集部）
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編集部員

お知らせ

おくづけ

編集後記

　Me~dia2の
アンケート締め切りは

　    3月8日必着です。

　読者の皆様のご意見をス

タッフ一同心からお待ちし

ております。

　次号Me~dia4は4月3日発行
予定です。お楽しみに!!

表紙：ひっしぃ　裏表紙：ウナム

★☆★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。

　 今 回 で Me ～

dia を書くのも最

後となりました。

そして斉京先生と

もさようならです。今まで共済

基礎を受講頂いた方々、ありが

とうございました。みなさまに

健康的な生活があらんことを。

                                       （だつ）

　来年からはもう

２年生になるんで

すねぇ。これから

も精進していくつ

もりです。あ、その前にテス

トが不安です…（これが発行

されている頃には終わってい

ますが）　　　　　（マツカツ）

　毎回〆切ギリギリ

になるシバです。来

年度こそは…ｶﾞｸﾘ。

　と、そろそろ私も 3年生になり

ます。体に気をつけて全力で向か

いたいものです。そろそろ暖かく

なってきて、春先に風邪を…とい

うことのないよう、皆さんもお気

を付けください。　　　　　（シバ）

　こんにちは。私は

最近北部購買で売っ

てるグミチョコには

まってます。最近チョ

コ２個で 178 円だったのですが、ケ

チって一個しか買いません。でもあ

とで「やっぱり２個買えばよかった」

と後悔します･･･恐るべしグミチョ

コ！嗚呼、そして今日も記事を書い

てまた一箱･･･　　　　（じぇにぃ）

　ゆうべを担当し

ましたmomo です。

ゆうべはアンケート

が来てからの編集作

業になるので、他の記事に比べて

時間が全然ありません。みなさん、

アンケートはお早めにm( ＿＿ )m

写真は名大の山の中で見つけたも

のです。 (momo)

　落語で、漢数字の「一」

「二」「三」を習った子ども

が「八百屋」を書くために

横線を八百本ほど書き続け

るという話を聞いたこと

がありますが、手話で数字の「３」を表した

いときは人差し指・中指・薬指を立てて「３」

を作るのだそうです。特集記事で紹介した手

話は日本式の手話で、国や地域ごとにイギリ

ス手話とかフランス手話とかいうものがある

そうですが、アメリカ手話の「three」は日本

の「３」と同様でした。世界は単純です。

                                                        （ひろひー）
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  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

       ￥63（税込）       ￥63（税込）

大学生協東海地域限定商品


