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　高校までと、大学の違いはいろいろありますが、その中でも大きいのは『夏休みに宿題が無い』ということでしょう（授業に
よってはありますが…）。今年から七月中に前期の授業が終わるようになり、より宿題から縁遠くなってしまいました。とい
うわけで今回は、そんな昔の話を懐かしむ（？）編集部のコメントです。（編集部）

　みなさんこんにちは。気づけばもう七月、前期ももうすぐ終わりに近づいています。いよいよ

夏に入り、暑さも増してきます。試験も目前ですが、ここを乗り切れば楽しい夏休み！もう一踏

ん張りがんばりましょう！

≪ 第≪ 第≪ 第≪ 第≪ 第≪ 第≪ 第≪ 第≪ 第≪ 第7 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫回総代会の報告≫
　5月24日に、第76回総代会が南部食堂において開かれました。前半、生協の

活動について知ってもらう、また、生協について議論してもらうテーマブー

スがありました。ここでは、そのテーマブースの模様を紹介します。

　ここでは、コープの100円菓子や大学生協オ
リジナルの文房具を、実際の商品を見ながら
紹介しました。大学生協オリジナルの文房具
には、組合員さんの要望から出来たものがた
くさんあるんです。

　体脂肪測定器、握力測定、アルコールパッチテ
スト等の健康診断用の道具が揃った『健康パオ』
を用いて、生協の健康に関する活動の紹介をし
ました。共済では、給付だけでなく予防の提案も
行っています。

　今後三十年の間に起こると言われている東海地震。名古
屋大学災害対策室の方や、震災ガーディアンズ（http://
2.csx.jp/users/shinsai_g/）の方に東海地震についての説明
や、私たちが出来る防災について紹介してもらいました。
普段余り聞けない話が聞けて好評だったようです。

　健康安全　　健康安全　　健康安全　　健康安全　　健康安全　　文具とお菓子　　文具とお菓子　　文具とお菓子　　文具とお菓子　　文具とお菓子　

　地震防災　　地震防災　　地震防災　　地震防災　　地震防災　
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文責　常任理事　前中　允瑠

　小学３年生の時に工作の宿題で、１ｍくらいの大きさのティラノサウルスを作っていきました。牛乳パックを30個くらい
使って。学校に持っていく際に分割することは避けられず、学校で組立て直したらヨタヨタのティラノになってしまいまし
たとさ。（だつ）

　　　　　読読読読読書書書書書・・・・・学学学学学生生生生生ににににに読読読読読書書書書書をををををすすすすすすすすすすめめめめめるるるるる班班班班班　　　　　

　大学院生　　大学院生　　大学院生　　大学院生　　大学院生　 　留学生　　留学生　　留学生　　留学生　　留学生　

　声カード班による『良い声カードの書き方』
レクチャー、また、実際に声カードを書いて生
協に要望を伝えてみよう、ということをやり
ました。職員さんにも参加してもらい、生協に
対して現状を伝えることができるということ
を知ってもらいました。

　前半に引き続き、災害対策室とレスキュー
ストックヤードの方にお願いしました。昨年
北部厚生会館にて災害対策室とと協力して行
われたイベントについての紹介、地震に対す
る心構えなどの話がありました。

　ユニセフ班の活動の紹介がありました。
フェアトレードについて、ユニセフについて
の詳しい説明がありました。また、教職員委員
から、平和憲章エッセイについての説明、参加
を求める呼びかけがありました。

　文化交流班と、留学生の学部生総代の方を
迎えて議論がなされました。食堂のメニュー
にアルファベットで説明を付けた方がよい
か、また、日本語のままのほうが留学生にとっ
て日本語の勉強になるのではないかとの意見
も出ました。

　食生活班の、『ショッカータイムス』や新学
期の料理講習会等の活動を通して『食と健康』
というテーマで共済の取り組みを紹介しまし
た。食堂のメニュー、また、下宿生がよく作る・
食べるメニューで足りない栄養素は何か、そ
れを補うにはどうすればよいかなどの話がで
ました。

　組合員の声　　組合員の声　　組合員の声　　組合員の声　　組合員の声　 　　　　　ユユユユユニニニニニセセセセセフフフフフ・・・・・平平平平平和和和和和　　　　　

　学生に読書をすすめる班の活動についての紹介がありました。現在書籍
で行っている『読書マラソン』の目的や方法についての説明、推進がありま
した。また、『学読夏の陣』など、学生に読書をすすめる班の活動についての
説明もありました。

　『大学院生と生協』というテーマで、大学院
生にとって利用しやすい生協とはどのような
ものか、また、生協に大学院生の実態を伝える
にはどうすればいいかなどの議論がなされま
した。大学院生以外の参加者もあり、盛り上が
りました。

　激甚災害対策　　激甚災害対策　　激甚災害対策　　激甚災害対策　　激甚災害対策　 　共済の取り組み　　共済の取り組み　　共済の取り組み　　共済の取り組み　　共済の取り組み　
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■■■■■66666月までの活動月までの活動月までの活動月までの活動月までの活動

名大祭に模擬店を出店しました

　6月5・6日の名大祭期間中、豊田講堂のテラス前にて、“For Peace and Better Life”
という名前でオープンカフェを出店しました。学生委員会だけでなく、ユニセフ
班（ユニセフ班の報告についての詳細は、p.18,19をご覧下さい。）、食生活班、文化
交流班等の生活班に所属している総代生協委員のみなさんと合同で行い、各班の
特色を活かした多くの種類のメニューを提供・数多くの展示を行うことができま
した。

学生に読書をすすめる班学生に読書をすすめる班学生に読書をすすめる班学生に読書をすすめる班学生に読書をすすめる班 リサイクル班リサイクル班リサイクル班リサイクル班リサイクル班ユニセフ班ユニセフ班ユニセフ班ユニセフ班ユニセフ班

食生活班食生活班食生活班食生活班食生活班 文化交流班文化交流班文化交流班文化交流班文化交流班

　学生委員会では、生協オリジナル
のミルクプリンを使った創作メ
ニューを提供しました。ミルクプリ
ンを振ってレモンを載せた「ミルク
プリンシェーク」や、フルーツやホッ
トーケーキをあしらった「真夏のSea
Side Blue Sky」（表紙）等です。

学生委員会学生委員会学生委員会学生委員会学生委員会

　食生活班では、食生活班ならで
はの、『食』にこだわったものを提
供しました。特に、紅茶は以前Me
～diaに掲載された『紅茶特集』を
活かし、紅茶専門店の方に教わっ
て淹れた本格的なものです。

　文化交流班では、様々な国のお
菓子を提供しました。タピオカの
入ったミルクティーや、クイゲラ
ン（ベトナムのお菓子です）など
も取り扱いました。
　また、カフェ内に文化交流班で
調べた色々な国の風習を展示し
ました。

　学生に読書をすすめる班では、カ
フェのテーブルの上にメモ帳を置
き、夏に予定している『学読夏の陣』
の為に、おすすめの『夏の本』をリス
トアップしてもらいました。活動の
参考にする予定です。

　ユニセフ班では、フェアトレードの
商品を使ったメニューを提供しまし
た。また、その場でユニセフのグリー
ティングカードも販売しました。より
詳しく知りたい方は、p.18,19をご覧
ください。

　リサイクル班では、これまでに
調べた多種多様なエコマークに解
説を付けてポスターにして展示し
ました。いろんなマークについて
知ってもらえたと思います。

　夏休みの宿題といえば、思い出すのは自由研究。小学校１・２年生の時にやったメジャーな天気・気温調べ。2 年生になって
どこが変わったかというと風向きを加えただけ。ちなみに、見事金賞を取りました。今では夏休み後半に新聞に1 ヶ月くらい
の天気・気温が載るんですけどね。（セイシュウ）
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○名城大学生協の店舗、“SQUARE”を見学してきました

　名城大学生協に昨年春オープンしたばかりの新店舗、“SQUARE”を
見学してきました。中は明るくて、綺麗でお洒落なお店でした。名古屋
大学のお店と比較して、色々なことを学んできたので、これからの活動
に今回のことが活かせられるようにしたいとおもいます。

○生協まつりにて、『学内事故マップ』を設置しました

　6月15日～18日までの生協まつりにおいて、『学内事故マップ』を設置しま
した。大学内の白紙の地図に、「事故にあったところ」、「危ないと思うとこ
ろ」等の場所にシールを貼ってもらいました。
　また、声カード班では、『菓子パンバトル』を行いました。お店にたくさん
ある菓子パンの中からいくつか選んで人気投票してもらいました。後ほど、
購買に人気投票の結果を張り出す予定ですのでお楽しみに。

■今後の予定■今後の予定■今後の予定■今後の予定■今後の予定

　8月11日～13日に、大学説明会が行われます。その大学説明会で、
『相談コーナー』を設置して、名古屋大学受験予定の方々に色々な事
柄についておしゃべりをしたり、体験談を話して上げたりする予定
です。
　学生委員会では、当日や準備の段階から協力してくれる人を募集
中です。「是非参加してみたい」という人も、「どんなものか一度聞い
てみたい」という人も興味を持った人はstudent-c@coop.nagoya-
u.ac.jpまでご連絡下さい。

▲名城大学生協の“ SQUARE”です

▲事故マップの模様です。
大学内だからといって安全だとい
うわけではありません。気をつけ
ましょう！

▲ 菓子パンバトルの様子
です。どのパンが一番人
気が高かったのでしょ
うか？

昨年度の相談コーナーです。あ
なたも受験予定のみなさんと話
してみませんか？

▲

文責：　常任理事　前中允瑠

　小中学校のときに1 番苦しめられた夏休みの宿題は、読書感想文だった。作文が嫌いだったため、いかに字数を稼ぐかに苦
心していた気がする。（りじゅ）
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試もうすぐ

　1年生にとっては、大学に入っての初めての試験がもうすぐ行われます。では、試験はどのように
行われるのか、どう試験勉強したら良いのか知っていますか？ここでは、大学の試験がどういうも
のか、先輩たちはどう試験対策しているかについて紹介したいと思います。　

●試験日時・試験場所
　たいていの場合、授業中に先生が言うので、ちゃんと聞
いておきましょう。全学教育科目は、全学教育棟入口の掲
示板にはりだされるので、そこで確認することもできま
す。また専門科目の試験については、各学部・学科の事務
室から発表されます。原則として、通常の授業時間帯に授
業で使用している教室で行われますが、一部の科目では
時間帯を変更したり教室を変更する場合もあるので間違
いのないようにしっかり確認しておきましょう。

●持ち込み可？不可？
　試験には持ち込み可の試験と不可の試験があります。
一言に、持ち込み可といっても「ノートだけ」とか「手書き
の紙一枚だけ」とか、先生によって持ち込んで良いものが
まちまちなので、試験前に先生に確認しておきましょう。
しかし、「持ち込み可だったから、試験勉強を手抜きして
失敗した」という声も聞きますので、油断せずに勉強して
おいたほうがいいでしょう。

●試験を受けるにあたって
 ・ 試験を受けるときは、学生証を机の上に出しておかなけ
ればいけません。なお、学生証を忘れた場合は、教養教育
院事務室で本人であることを証明する書類の交付を受
けなければ受験できません。
 ・ 携帯電話を時計代わりにすることはできません。試験中
は携帯電話の電源を切っておかなければいけないので、
腕時計を持ってきましょう。
 ・ カンニングをすると、全教科成績が不可になり、学生番
号を付して、そのことを公表されます。カンニングはく
れぐれもしないようにしましょう。

験

　専門科目では常套手段となっていますが、先輩に過去問をもらって試験勉強するという方法があります。昨
年と全く同じ問題を出す先生もいますし、試験に同じ問題が出なくても、その先生の問題の出し方の傾向をつ
かめば、 どういうことを中心に試験勉強すればいいかということがわかるので、過去問は大いに活用したほう
がいいでしょう。

     コレを活用しよう～過去問～

だよ～

　夏休みの宿題といえば、夏休みの予定表ですねえ。いっつも最後の日になってあわてて夏休みを振り返って書いてました。
だらけて過ごしてるんで書くことなくてつらいのなんのって。ほんとの敵は読書感想文でもなくポスターでもなく意外なと
ころにいるものです。（みっくす）
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先輩に聞きました！
試験勉強はどれくらい前から始めるの？試験での面白いエピソー
ドや失敗談は？後輩へのアドバイスはありますか？

　理系の専門科目は再試験のある科目が多いですが、全
学教育科目は再試験のない科目がほとんどです。つまり、
一発勝負ということになるので、失敗しないように勉強
を頑張りましょう。　

さいごに
　大学の試験がどういうものか、雰囲気をつかめましたか？大学の試験勉強の仕方は高校の試験
勉強の仕方とは違ってくると思うので、今回の試験で、どの科目にどれくらい時間をかけて勉強し
ないといけないかということなどをつかんでおけばいいと思います。後々、後悔しないためにも試
験勉強を頑張って、しっかり単位を取っておきましょう。そして、楽しい夏休みが迎えられるよう
にしましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　＜発言１＞
   教養科目は前日の夜から、専門科目は3日ぐらい前
から勉強を始めます。1日8時間ぐらい机にへばりつい
て、何とか試験範囲を終わらせることができたけど、
結果は可でした。授業では、理論の説明が中心なので、
試験勉強は実際手を動かして、問題を解くことが大切
です。（理系2年）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責　むらまさ
　

注意：勉強方法には個人差があるので、上の発言はあくまで参考程度に聞いておきましょう。

●もし、失敗したら。。。

　＜発言２＞
　中間試験は前日、期末試験は３週間ぐらい前から
始めるけど、あまり、出来は良くないです。山かけた
ら外れました。取れる単位は取れる時に、取っておい
たほうがいいよ。（理系3年）

　＜発言３＞
　ほとんどは試験前日から始めるけど、不可は取った
ことないです。けど、時間をかけて勉強しないと単位
取れない教科は、しっかり勉強します。試験勉強は友
達と分担して予想問題を解いたら、効率よく勉強でき
ました。（文系2年）　　　　　

　　＜発言４＞
　日頃から勉強しているから、特に試験前に集中し
て勉強するということはないです。けど、たまに単
位落とします。わからないところは、なるべく早い
うちに、先生や友達に聞いて解消しておいた方が良
いよ。（文系3年）　　

　試験前日の
　一夜漬け

　毎年恒例の統計グラフコンクール。画用紙にグラフを書いて、最終日は完徹してせっせと色を塗っていました。それも全て
はポスカ18色セットGETのため。地区大会で金賞を取るともらえたこのポスカは既に3セット。今は弟がポスカ収集に励んで
ます。（のん）
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　なんかだるい、このごろ無気力と感じたら、ビタミンB1が不足している
可能性大です。ビタミンB1は、豚肉のなかに豊富に含まれています。特に
多いのはヒレ肉で、100グラムで成人男性1日分の必要量（1ミリグラム）を
満たします。バテ気味のときは食用油を組み合わせると、食欲がないとき
は、豚肉にサラダやマリネを付け合わせると効果的です。

　スイカ、バナナ、キウイ、淡色野菜には、免疫の正常な働きに欠
かせないホルモンの一種であるＴＮＦと呼ばれる物質が多く含
まれています。このため、夏にスイカ、バナナ、キウイ、淡色野菜を
食べると、免疫力が増すので、夏バテを防ぐ効果は抜群です。煮て
も焼いても生野菜の時と同じ効果が得られます。だから、必ずし
も生で食べる必要はありません。但し、ＴＮＦは過剰に摂取する
と、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患を引き起こす可能性
があるので、一気に食べ過ぎないように注意してください。

　ピーマンは、ビタミンなどの栄養価が高く、更に、カロチンとビタミン
Ｃの含有量が他の野菜と比べ、群を抜いて豊富です。このため、体内の抵
抗力が増し、好調な体調を維持することができるので、夏バテを防ぐ効果
は絶大です。また、ピーマンは、脂肪の代謝をスムーズにし、油との相性も
よいので、油炒めや天ぷら、肉詰めなどにすると、ビタミンA などの吸収
もよくなります。ピーマンは夏が旬の野菜で、比較的入手しやすいので、
夏バテを防ぐ意外な救世主となってくれるかもしれません。

　　　　　　
　　　　

　　　　　　
　

～夏バテを防止しよう～
　夏の終わりから秋の初めにかけて疲れやすさ、食欲不振、下痢、体重減少、手足のほてり、寝汗や冷汗などの症状にな
ります。こうなると、1日のテンションは下がるし、何か新しいことに挑戦しようとしてもやる気が出なくなります。こ
れでは、夏を楽しく過ごすことができません。そうならないように、夏バテを予防しましょう。

豚肉では

ピーマンでは

１.食べて予防１.食べて予防

果物、淡色野菜では

　小学校のとき、夏休みの宿題は8月に思いっきり遊ぶために、夏休み前からやり始めていました。中学校のときは、パソコン
部の特権を生かして涼しい教室でやっていました。高校生になったら、部活に明け暮れる毎日で宿題をいつやるのかが（とい
うより終わるのかが）悩みの種でした。すべてが懐かしい思い出・・・。（にゃっこ）
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　夏の間はほとんど浴槽につからずに、シャワーのみで済ましてしまう人も多いかも知れません。しかし、近頃の夏バ
テは冷房による体の冷えからくるものも少なくありません。シャワーを浴びればさっぱりとするけれど、冷えた体が
温まることはありません。長い間冷房にあたった人はお風呂に入って温まりましょう。

　入浴は就寝の1時間前ぐらいにするのがよいです。
また、お湯の温度は39度前後に設定して15分ぐらい
入るのがよいです。

　
　運動不足解消のためには39度前後のお風呂で、
肩・首・手・足の運動を行ったり、また、半身浴と全
身浴を交互に繰り返して内臓の血流を促すことも
よいでしょう。

快眠のために

　　　　　　

　食欲を増進するには、食前に3分ほどさっとお湯
を浴びるのがよいです。お湯の温度は36度前後が
適切です。ただし、上がった後に水を浴びてしまう
と効果がなくなりますので注意して下さい。

　食欲増進のために

運動不足解消のために

３.お風呂に入って予防３.お風呂に入って予防

（お風呂にはいると・・・・・）

　毎日暑いと、体を動かすのもおっくうになりがちですが、夏バテを防ぐためには日頃から体力を付けておく
ことが必要です。夏場は、過度な運動よりもウォーキングや自転車などで適度に体を動かすとよいです。その時、
日射病や熱中症に注意して、飲み物と帽子を携帯しましょう。水分を補給するのは運動前後だけでなく、運動中
にもこまめにするのがよいです。ただし、水をやたらと飲んでも効果はありません。汗をかくと塩分の補給も必
要になります。だから、0.2％程度の食塩水（スポーツドリンク等）を摂取するのが適切です。

2.体を動かして予防2.体を動かして予防

文責：りじゅ

 いかがだったでしょうか、私が紹介した夏バテ防止法は。多少なりとも皆さんの参考になることを
願います。

　夏休みの宿題は、いつもギリギリまで溜めてやっていました…。ドリル等の作業のような宿題は早めにやっつけていまし
たが、時間のかかる読書感想文なんかは後回し。それから何年、今でもレポートはギリギリです。進歩ないなぁ～。（みつを）
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        夏といえば海！ということで今回は愛知県の海水浴場、沿岸レジャー施設、
         島（！）を取り上げて情報をお届けします。

         友達と、サークルの仲間と、想いを寄せるあの人と
　     夏のステキな夕日をバックに新しい思い出をつくってみませんか？

　　＊知りたい場所の番号と次ページ以降の番号を対応させて読んでくださいね～。

これが愛知県全域の地図です。

なんとなく形が「カニ」に似てませんか？

この辺が名大

特別出演：毛ガニさん

ねっ！似てるでしょ？

  I  love  sea!

１

３
５
６

２

４

　僕の夏休みの宿題のこなし方はこんなでした。初めにやれる物をとにかく早く、ドリルとか夏休みの友（なつかしぃなぁ）
とか。大抵夏休み入って1 週間くらいで大抵終わらせてました。．．．で、出来ないものが少し残って、休み終わりにてんてこ舞
い...。読書感想文とか、自由研究とか。（がさ）
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その2　山海海水浴場（やまみかいすいよくじょう）

　その１　内海海水浴場（うつみかいすいよくじょう）

    　　　　　これが「ドルフィンタワー」です→

　知多半島に位置する県下最大規模の海水浴場
です。きめ細やかな砂が２キロに渡って続く弓
状のビーチとなっています。

　「日本の渚百選」に選ばれているほど水質が良いところ
です。大勢の人が海水浴に来るわりにキレイな水質が維持
されているのは、地元の人たちの努力と利用者の心がけの
賜物です。また海浜植物も群生しているので、珍しい植物
もたくさん見られるかもしれませんよ。

アクセス：【電車】名鉄知多新線「内海駅」より徒歩15分（電車賃＝片道1090円）
【車】知多半島道路経由・南知多道路「南知多 IC」より内海方面5分

併設施設：海の家→あり　公共シャワー→あり　公共の更衣室→あり　公衆トイレ→あり
電話番号：0569-62-3100

　内海海水浴場の隣に位置する海水浴場です。
３匹のイルカの塔「ドルフィンタワー」がシン
ボルです。

　内海海水浴場と比べてあまり混雑しないので静かに海水
浴を楽しめます。日光浴したり、潮風に耳を傾けたり砂の
城を作ったり（？）と泳ぐ以外の楽しみ方もあります。こ
こは国道247号線沿いに位置するので多くの飲食店やカ
フェがあります。また年間を通じてサーフィンが楽しめる
点はサーファーにとっては見逃せないですね。

アクセス：【電車】名鉄知多新線「内海駅」より知多バス（豊浜行き）で10分・「山海」バス停下車
（電車賃は内海海水浴場の項を参照）
【車】知多半島道路経由・南知多道路「古布・山海出口」より10分

併設施設：海の家→あり　公共シャワー→なし　公共の更衣室→なし　公衆トイレ→あり
電話番号：0569-62-3100

内海海水浴場とは内海海水浴場とは内海海水浴場とは内海海水浴場とは内海海水浴場とは ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！

山海海水浴場とは山海海水浴場とは山海海水浴場とは山海海水浴場とは山海海水浴場とは ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！

URL:http://www.town.minamichitaaichi.jp/kankou/

URL:http://www.town.minamichita.aichi.jp/kankou/

ちなみに「愛知県の魚」に指定されているのはカニ！・・・ではなくて車エビです。
エビって節足動物だから魚じゃないよな～？あっ、カニも節足動物か・・・

　中学校の美術の宿題で環境についてのポスターを書いてくる宿題が出ましたが、1日3時間ぐらい作業して、それを3週間ぐ
らい続けて完成させたことがあります。（むらまさ）
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その4　ラグーナ蒲郡（らぐーながまごおり）

その3　南知多グリーンバレイ（みなみちたぐりーんばれい）

　内海、山海海水浴場の近くにあるレジャー施設で
す。たくさんの自然に囲まれて、アトラクション（ア
スレチック、立体迷路など）やバーベキューを楽し
めます。

利用料金：入園料＝￥1000（25名以上の場合￥100引き)
アトラクション料金は各種異なります　夏期限定とうもろこし狩り＝￥600
バーベキュー料金＝食材持ち込みの場合一人￥450　食材を施設で買う場合￥700～￥1450

　なんとバンジージャンプが体験できます。夏の蒸し暑
い空気を切り裂いて急降下すれば、体の芯から涼しくな
ることうけあいです。またここにはスカイコースターと
いうアトラクションもあります。バンジーがタテに落下
するのに対して、スカイコースターはヨコにスイングす
るそうです。興味のある方は是非チャレンジしてくださ
いね。  バーベキュー場では食材を販売しており、カレー
やヤキソバといった定番メニューを味わえます。海水浴
で減ったお腹もこれでバッチリ満たされますね。

アクセス：【電車】名鉄知多新線「内海駅」よりタクシーで10分　（電車賃＝内海海水浴場の項を参照）
【車】知多半島道路経由・南知多道路「南知多IC」より5分

電話番号：0569-62-3939

　三河湾に臨む複合型マリンリゾートです。よく「ラ
グーナって遊園地でしょぉ？」と言われますが、ラ
グーナとは施設全体の総称であって、遊園地には遊園
地の名前があります。
「ラグーナ」というのは、おそらく英語の「lagoon」を
もじったものだと思われます。

利用料金：ラグナシア入園券＋アトラクションフリーの「パスポート」＝￥3800
ラグナシア入園券のみ＝￥1500　プール利用料金は上記金額にプラス￥1100
フェスティバルマーケットは入場無料
その他詳しい料金はホームページにて確認してください。

アクセス：【電車】JR東海道本線「蒲郡駅」より直行バスで15分（電車賃＋バス賃＝片道￥1240）
JR東海道本線「三河大塚駅」より直行バスで5分（電車賃＋バス賃＝片道￥1250）

【車】東名高速道路「音羽蒲郡 IC」より20分駐車場完備　駐車料金＝１日￥500

電話番号：0533-58-2700

南知多グリーンバレイとは南知多グリーンバレイとは南知多グリーンバレイとは南知多グリーンバレイとは南知多グリーンバレイとは ココココココココココがががががスススススゴゴゴゴゴイイイイイ！！！！！

ラグーナ蒲郡とはラグーナ蒲郡とはラグーナ蒲郡とはラグーナ蒲郡とはラグーナ蒲郡とは ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！

URL:http://www.ipc-tokai.or.jp/̃bungee/

URL:http://www.laguna-gamagori.co.jp/

　とにかく色々なレジャー施設が集合しているところで
す。マリンスポーツを楽しめる施設（ラグナマリーナ）、
遊園地（ラグナシア）、ショッピング街（フェスティバル
マーケット）、温泉（ラグーナの湯）などあらゆるレ
ジャー施設が集合しています。遊園地内には古代地中海
をイメージした特色あるプールが設置されています。な
お15名以上で行くと団体割引として各券種10％割引にな
るので、友達などを誘って大勢で行くといいでしょう。

　中学の時に、２学期に作る作品を段ボールで作ってきて下さいというのがあって、本棚を段ボールで作ったらとっても巧
くて学校に寄付することになりました☆（ゆう）
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その6　篠島（しのじま）

この記事を読んでくれた人は、愛知県の新たな一面を知ってもらえたと思います。
今年の夏はテストの出来を忘れて、海で、レジャー施設で、島で遊びましょう！

その5　日間賀島（ひまかじま）

 こんな魚も釣れるかも？

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　島ならではの体験が豊富にあるところです。島一周
サイクリング、潮干狩り、堤防釣り、底引き網漁、タ
コのつかみ取りまでできます。都会では決して味わえ
ない体験を求めて、新鮮な海の幸を求めて、ひととき
の涼を求めて足を運んでみてはいかが？　　　　　

併設施設：海の家→なし　公共シャワー→なし　公共の更衣室→なし　公衆トイレ→なし
アクセス：【電車】名鉄河和線「河和駅」下車・河和港より高速船20分

（電車賃+高速船料金＝片道￥2080）
【車】知多半島道路経由・南知多道路終点より師崎港へ・港から船で10分
（河和港・師崎港に無料駐車場あり）

電話番号：0569-68-2388

　変化に富んだ美しい海岸線が「東海の松島」と呼ば
れています。日間賀島の南に位置する自然と歴史の島
です。

　タコとフグがシンボルとなっている、周囲5.5Kmほど
の島です。知多半島の沖合に位置する、別名「名古屋か
ら一番近い島」。    人工の海水浴場があります。しかしこ
この醍醐味は海水浴だけじゃありません（詳しくは右を
ご覧ください）。

　島全域に渡って、歴史をうかがわせるスポットが多
数あるところです。伊勢神宮と深い関わりがあるので
調べてみるのもまた一興。海の幸としてはひそかにフ
グが有名です。

併設施設：海の家→あり　公共シャワー→なし  公共の更衣室→なし　公衆トイレ→あり
アクセス：【電車】名鉄河和線「河和駅」下車・河和港より高速船20分

（電車賃＋高速船料金は日間賀島の項を参照）
【車】知多半島道路経由・南知多道路終点より師崎港へ・港から船で10分

電話番号：0569-67-3700

文責：だつ＆せいしゅう

オレも遊びにいってみようっと！！

日間賀島とは日間賀島とは日間賀島とは日間賀島とは日間賀島とは ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！

篠島とは篠島とは篠島とは篠島とは篠島とは ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！ココがスゴイ！

URL:http://www.himaka.com/

URL:http://www.shinojima-aichi.com/

　夏休みの自由研究で思い出すのは、小学校の時に「音楽栽培の研究」をしたことです。確か新聞に「植物に音楽を聴かせると
成長が良い」と書いてあって、毎朝「剣の舞」を聴かせていました。けれど、ちょっと刺激が強すぎたのか、あまり差が出ません
でした。残念…。（すの）
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日 本 見 聞 録 �� 

　今年も暑い季節がやってきました。今回の「日本見聞録」は、“常夏の国”マレーシアから

の留学生・黄雁玲さんにお願いしました。10年以上も日本で暮らす黄さんから見て、日本

はどのように見えるのでしょうか。黄さんの研究内容と合わせて書いていただきました。

日本の生活において

考えること
大学院国際言語文化研究科Ｄ3

黄雁玲（マレーシア）

第３回

来日から来日から来日から来日から来日から1010101010年を経て年を経て年を経て年を経て年を経て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1994年3月28日に来日してから早くも10年となりました。日
本での生活を振り返ると、幸せな経験ばかりです。何故このよ
うな気持ちが生まれたのでしょうか。来日後１～２年は､新し
い発見やカルチャー･ショックの毎日でしたが、それらを通し
てマレーシア文化と日本文化の比較に興味を抱くようになり
ました。日本文化に触れるために、生け花、お琴、茶道などを習
いました。また、マレーシア文化をより多くの日本人に紹介し
ようという試みから、1997年夏に、13人の日本人大学生をマ
レーシアに招き、ホームスティをさせました。学部生としての
４年間生活は学ぶこと、自分のことが精一杯で、対人関係や社
会のことついては、あまり深く考えませんでした。海外での生
活が長くになるにつれ、勉学はもちろんのこと、言動について
も少なからず慎重にならなければいけないという気がしまし
た。なぜなら、どんな小さな行動でも、他の国の人から見れば
大きいことであることからも、自分が祖国の｢小大使｣のよう
にみられ、国のイメージを常に負っているからと考えられま
す。たとえ日本に住むマレーシア人がわずかでも、｢マレーシ
ア人はこのようなものだ…｣と一般化される恐れがあるので
はないかと思います。

日本の大学教育日本の大学教育日本の大学教育日本の大学教育日本の大学教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　近年、マハティール首相によりマレーシアは2020年に先進
国の仲間に入ろうという国家目標が打ち出されました。この
目標を達成するため、まず教育に力を注ぐべきだという発想
から、学生を海外に留学させる政策を作り、教育関係の外国投
資家を大いに受け入れるプロジェクトを設け、いわゆる｢教育
ブーム｣が始まりました。私もその政策の一員として来日しま
した。当時国立大学が10校しかない祖国から、国公私立大学が
400校ある日本にきたのですが、その数を聞いた途端、口が閉
じられないほど驚嘆しました。勉強用の図書館や施設、スポー
ツ用の施設が完備されているのみならず、履修可能な必修、選
択科目の内容の豊富さ、語学の多様性、英、仏、露、独、伊などの
西洋語、ラテン、ギリシア、梵語などの古典語、中国語、ハング
ルなどの東洋語等々に感動して、何と幸せな国だろうという
羨む気分ばかりでした。卒業単位以外、自由科目として、他学
部の科目に興味を持ち、国際外交史、東洋医学の針･灸、スポー
ツケアの減量科学、ライフル射撃、剣道、和･洋弓道、スペイン
語、ハングル語、それから現在でも続けているドイツ語などを
楽しく履修しました。時間とやる気さえあれば、何でも学べる
環境におかれて、自分は幸せだと考えるようになりました。

「「「「「沈沈沈沈沈黙黙黙黙黙」」」」」ににににに着着着着着目目目目目しししししててててて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一方、常夏のマレーシアから四季がはっきりしている日本
に来て、気候の違いを感じることは当然なのですが、私たちと
同じく髪が黒く、目が褐色で、漢字を用いて、儒教の影響が強
いアジア人であるにも関わらず、なぜ日本人の生活習慣、行動
意識、礼儀作法、人間関係などに違いを感じるのか不思議でし

　夏休みの宿題…。小学校の頃自由研究で、駅近くの大通りに通る車の台数（時間ごと）と色を調べた記憶があります。今と
なってはなんの役に立つ研究だったのかわかりません…（むー）
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マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア（（（（（MalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysia）））））はははははこここここんんんんんななななな国国国国国

■面　　積 約33万km2（日本の約0.9倍）
■人　　口 2,453万人（2002年統計局）
■首　　都 クアラ・ルンプール
■民　　族 マレー系（65.1％）、中国系（約26.0％）、インド系（約7.7％）、その他（1.2％）
■主要言語 マレー語（国語）、中国語、タミール語、英語
■宗　　教 イスラム教（連邦の宗教）、仏教、儒教、ヒンドゥー教 、キリスト教、原住民信仰

（外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/index.htmlより）

在マレーシア日本大使館：　http://www.my.emb-japan.go.jp/JPN/index.html

文責　留学生委員会

た。多民族国家であるマレーシアの人々にとって、９割以上が
同じ民族で占められる〈島国〉日本独自の社会的、文化的、歴史
的背景、あるいは人間関係の特殊性を理解することは容易で
はありません。近年マレーシアにも日本企業が増々進出して
きていますが、様々なレベルで摩擦が生じています。
　私は沈黙を日本人のコミュニケーション様式の一つとして
捉えています。沈黙には奥ゆかしさがあり、日本社会のコミュ
ニケーション上において重要な手段とみなされることはマ
レーシア人にとって非常に興味深いことです。日本人の沈黙
の意味と機能を解明することによって、日本人との対人コ
ミュニケーションを円滑に運ぶことができ、上に述べたよう
な摩擦は回避されるものと考えられます。さらに、沈黙の意味
を解明しようとする際には、親密な人間関係に注目しなけれ
ばなりません。私は修士論文において、日本家族に見られる沈
黙を出発点としました。なぜならば、家族は対人コミュニケー
ションの基本であり、家族の親密さの深層にある沈黙さえ理
解できれば、親しくない他人とのコミュニケーションにおけ
る沈黙も推測できるはずと考えているからです。
他方、言うべきことをはっきり言葉に出して言うようにな

りつつある現代日本において、沈黙の質が変わってきている
と言えます。よって、日本文化を研究する際、過去の文化と現
在の文化の世代差は決して無視することできません。その上、
日本人が留学や仕事などの目的で、海外に進出する数は年々
増えていることからも大学院博士課程入学後、彼らの沈黙の
特殊性を日本文化の一端として研究する必要がありました。
博士課程に入って、この目標を達成するため、ヨーロッパ社
会、特に日本と同様にいわゆる〈島国〉であるイギリスの社会
に焦点を定め一年間（2001年9月～2002年6月）交換留学生とし
てイギリスのブリストル大学へ留学し、資料収集をしました。
異文化間で、人が沈黙をコミュニケーションの道具として使

いながら意思伝達しているのか、沈黙は多様な状況下でどの
ような機能を果たしているのか、日本人の沈黙と英国人のそ
れとを比較し、相違を見出すことを目標にしてきました。コ
ミュニケーションにおいて使われている沈黙とその機能は、
日本でしか通用しないのか、それとも国が変わればその意味
や機能も変わってくるのか、ということも研究の対象にしま
した。
この調査結果の一部分は、2002年９月13～14日にイギリス

のマンチェスターにて英国日本語教育学会が主催した学会で
発表しました。本研究は今年の8月27～30日にポーランドのワ
ルシャワで開催される第10回ヨーロッパ日本研究国際学会、
ヨーロッパ日本研究協会が主催で発表する予定です。国際学
会で研究を発表することによって、日本文化の特徴、特にコ
ミュニケーションにおける沈黙への認識が重要であるという
ことを国際的に広く知ってもらいたいと思います。コミュニ
ケーションにおいて、沈黙は複雑かつ重要な役割を果たして
います。人間関係をより高めるため、沈黙がもたらしている意
味とその多様性をさらに意識、自覚しなければなりません。そ
のうえ、多様な文化において沈黙の意味と機能を分析するこ
とによって、異文化摩擦の軽減も可能であり、特に日本、英国
で共通の理解や異文化間のコミュニケーションをより円滑に
運ぶことができるようになるものと期待しています。

博士号の学位を取得して帰国後、日本で10年間学んできた
知識や経験を活かし、教壇に立ちたいと思います。沈黙の研究
を通じて日馬（マレーシア）文化の比較に努め、日本文化につ
いての理解をより多くのマレーシア人に広めることに全力を
尽くしたいと強く望んでいます。

※財団法人・みずほ国際交流奨学金財団の機関誌「夢」第12号（2003年
10月発行）に掲載された原稿を、本人の許可を得て、一部編集して掲載。

 いままでにやった夏休みの宿題で一番（今考えて）面白かったのは、化石を作ったことです。カタツムリの殻とか、シダ植物
とか、トンボの死んだのとかをコンクリートで固めて作りました。（じゅんや）
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　発展途上国には、外国の政府やＮＧＯの支援で、
以前に比べ学校がかなり増えてきています。しか
し、途上国には学校に通えない子どもたちがまだ
たくさんいます。その上、入学しても通い続けられ
ず、1、2年でやめてしまう子どもも多いのです。そ
の理由としては、親が子どもを学校へやらずに家
事や農業などの労働に従事させることや、学校を

　ユニセフ班は名大祭でフェアトレード商品の販売を行いました。フェアトレードという
言葉を知らない人や、知っていても商品の生産者のことはあまりわからないという人も多

いと思います。そこで今回は、フェアトレード商品とその生産者の生活について紹介します。

国国際際貢貢献献ししててみみよようう
　今回の「国際貢献してみよう」は前半と後半で2つの特集をします。特集１は

フェアトレード特集２は名大祭でのユニセフ班の活動についてです。

フェアトレードって？

フェアトレードが守る教育

フェアトレードの商品

　　　　　発展途上国には先進国の大企業がつくった農場
や工場があります。そこでは商品を安く生産するた
めに、多くの人が長時間かつ低賃金の過酷な労働条
件下で働かされています。
　フェアトレードはこうした人々の生活を改善す
るためにつくられました。フェアトレードとは、発
展途上国の労働者が不利な立場で働かされること
のない貿易です。つまり、フェアトレード制度のも
とでは、労働者、商品を取り扱う業者、消費者はお互
いに対等です。そして、業者が仕事の指導や継続し
た発注をして、労働者が安定した仕事に就き、適正
な賃金をもらえるようなシステムになっています。
　現在、多くの人がフェアトレード理念に賛同し、
フェアトレード商品の市場は急速に拡大していま
す。

～特集～特集～特集～特集～特集1  1  1  1  1  フェアトレード～フェアトレード～フェアトレード～フェアトレード～フェアトレード～

　自由研究で、試験管にいろんな色水を入れて蒸発させたときに、色によって蒸発量が変わるかなーというのをやりました。
が、色水が試験官にはりついてしまって、横から見ると変化が全く見えなくなってしまいました。（くみ）
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　フェアトレード商品を身近な店でも目にするようになってきました。フェアトレード

商品を見かけたり選んだりしている時に、商品の背後にある生産者の生活や環境とのこ

とについて少しでも考えていただけたらと思います。

●農薬や化学染料による汚染が深刻
　一般に売られている商品や食品には大量の化学
薬品や農薬が使われている物が多くあります。そ
の一つが綿製品です。インドでは、国内で使われて
いる農薬総量の約半分が綿花畑で散布され、深刻
な環境汚染を引き起こしています。さらには綿製
品の加工段階においても大量の化学染料が使用さ
れ、周辺の地下水汚染も甚大です。このため、自分
たちの農地が全くだめになっただけでなく、生活
そのものを脅かされている人々が少なくありませ
ん。その上、労働者は健康被害などの高いリスクを
背負って働いています。

●危険な薬品を使わないフェアトレード
　フェアトレード商品は危険性の高い化学薬品を
使わず、自然素材を使って作られた製品なので、生
産者消費者双方にとって安全で、安心できる商品
なのです。
　なぜならI F A TI F A TI F A TI F A TI F A Tに加盟する、60ヶ国200団体の
フェアトレード組織と生産者組織で定めた「環境
に配慮して、できるだけ使用し続けることが可能
な資源を原材料に用います。生産工程では環境に
やさしい技術を使い、包装や輸送にも環境負荷の
低い素材や手段を用います。」という内容の基準が
あるからです。そして、この基準を守って活動して
いると認められた組織は、「フェアトレード団体」
として認証マークを使用しています。このように、

出たところで働き口はなく、子どもに学ばせる意義
を見出せないことなど
があります。
　しかし、「貧困で子ど
もが働かなければなら
ない」のではなく、「子ど
もが働くから貧しくな
る」という考え方もあり
ます。子どもが働くこと
で大人の職が奪われて
しまいます。雇う側から
すると、子どもは低い賃
金で長時間労働をさせ

ても文句を言わずに働くので、大人の労働者より使
いやすいのです。大人の職が少なくなることで、家
を支えるために子どもが働かなければならず、学校
に通えなくなるという負の循環がおこります。

環境にも良いフェアトレード商品

GUARANTEES

    A BETTER

    DEAL FOR

 PRODUCERS

　そのような環境では子どもは働かざるを得ませ
ん。このことからわかるように、学校の数を増やす
だけでは、子どもを学校に通わせることはできませ
ん。やはり、子どもを学校に通わせるためには、その
家庭にある程度の現金収入が必要なのです。
　フェアトレード制度は、人々に安定した職と適正
な賃金を提供
します。そし
て、安定した収
入を得ること
によって子ど
もが学校に通
えるようにな
るのです。

IFATIFATIFATIFATIFAT認証のマーク認証のマーク認証のマーク認証のマーク認証のマーク
　IFAT（国際フェアトレード連
盟）の基準を守って活動してい
る組織のみ、このマークの使用
が許されています。

　最近になって、自由研究をやりたいと思ったり。夏休みの間中ハンズに通い、日にち別にやってくる小学生の数の統計を
取ったり、銀行を回ってディスクロージャー紙を集め「ここの銀行が危ない！」みたいなのをまとめたり。実際にやったらヤな
子どもだけど・・・。（ばん）
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～特集～特集～特集～特集～特集22222　名大祭での活動～　名大祭での活動～　名大祭での活動～　名大祭での活動～　名大祭での活動～

　ユニセフ班は名大祭（６月５日・６日）で、「ミニ平和資料館＆Cafe」というお店を平和憲章委員会

と合同で全学教育棟に出しました。ここでは、平和、ユニセフ、フェアトレードを採り上げ、みなさん

が少しでもこのような活動に興味関心をいだいてくれることを願い企画をしました。

　今回は、そのお店の様子を紹介したいと思います。

■ミニ平和資料館＆カフェの紹介

○掲示物

　ユニセフとフェアトレードについて簡単に説明し
ました。また戦争に関する写真や、イラクから白血病
の治療のために来日しているアッバース君のことも
紹介しました。お客さんからは「絵や図があり、分か
りやすい」と好評でした。　

○インターネットコーナー

　名大平和憲章など、オンラインで平和に関するさ
まざまな資料にアクセスすることができるようにし
ました。多くの人が利用していました。

↑フェアトレードの商品を手に取りなが
ら話をするお客さん（左）。熱く語ってく
れました。

○グッズ販売

・・・・・ユユユユユニニニニニセセセセセフフフフフ関関関関関連連連連連
…バースデーカードや、暑中見
舞いにも使える夏らしいはが
き、テディベアなど、様々なユニ
セフグッズを販売しました。

・・・・・フフフフフェェェェェアアアアアトトトトトレレレレレーーーーードドドドド関関関関関連連連連連
…コーヒー、紅茶、ココア、クッ
キーなどの食べ物、ネックレス
やブレスレッドなどのアクセサ
リー、マラカスやオカリナなど
の楽器、財布やポーチなどの小物
など、販売した物は多種にわたり
ました。

ユニセフ募金に関する掲示物→

     平和憲章委員会
　平和憲章委員会は、名大構成員
（学生、院生、名大職組、生協理事
会、生協労組）の代表や個人によっ
て構成され、平和憲章を実行ある
ものにするため、様々な取り組み
を企画・実施している団体です。
　平和憲章とは、名大構成員の過
半数の賛同署名によって1987年2
月5日に制定され、名大が二度と戦
争に加担しないことを宣言したも
のです。

～特集～特集～特集～特集～特集22222　名大祭での活動～　名大祭での活動～　名大祭での活動～　名大祭での活動～　名大祭での活動～

atミニ平和資料館＆Cafe

　

　みなさんは夏といえば何を連想しますか？夏休み、花火、旅行etc...。Me～dia編集部のみんなが『夏』と聞いて思い浮かべる
事柄を特集してみました。（編集部）
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■企画をしてみての感想　責任者：法学部3年　佐藤暁子
     場所が全学教育棟の３階で奥という、模擬店ストリー
トからは少し離れた教室であったにもかかわらず、大勢の
方にお越し頂いてうれしかったです。私たちの展示を見
て、なるほどなぁと感じていらした方も多かったですし、
ユニセフやフェアトレードの数々の商品に興味を示して
くれた方も多かったです。また初の試みだったカフェも盛
況であったのがよかったです。
　こういったところをみると、この企画を通して、目標で

あった、平和、ユニセフ、フェアトレードの活動を少しでもみなさんに知って
もらうということは達成された
ように感じます。
　しかし同時に課題も見えま
した。相対的に見て、学生の来
店が少なかったように感じま
した。今後はいかに学生に、こ
ういった活動を訴えかけてい
くかが課題となりそうです。

文責　ユニセフ班広報部

○カフェ

　フェアトレード商品のコーヒー、紅茶を使用しました。少しでも多く
の人に飲んでもらいたいとの願いから、一杯50円という低価格での提供
をしました。 コーヒーを飲みながらく

つろぐお客さん。　→

←フェアトレードの楽器を手に取る親子。こ
の子の記憶にも「フェアトレード」が残ってく
れるとうれしいです。

◎売り上げなどの報告
○ユニセフ募金額　6,609円
　みなさんのご協力、ありがとうご
ざいました。

○販売の売り上げ　50,171円
　ユニセフの商品、フェアトレード
の商品はすべて委託販売という形を
取っています。そのためユニセフ班
は全く利益を出さずに販売をしてお

ります。

○カフェの利益　1,908円
　カフェでの利益は日本ユニセフ協
会に募金しました。

　終了後の記念写真　↑

　　　　　今今今今今回回回回回ははははは名名名名名大大大大大祭祭祭祭祭でででででのののののユユユユユニニニニニセセセセセフフフフフ班班班班班ののののの活活活活活動動動動動とととととそそそそそののののの時時時時時取取取取取りりりりり扱扱扱扱扱っっっっったたたたたフフフフフェェェェェアアアアアトトトトトレレレレレーーーーードドドドド商商商商商品品品品品にににににつつつつついいいいいててててて特特特特特集集集集集しししししままままましししししたたたたた。。。。。ユユユユユニニニニニ
セセセセセフフフフフ班班班班班広広広広広報報報報報部部部部部でででででははははは今今今今今後後後後後ももももも活活活活活動動動動動ををををを続続続続続けけけけけててててていいいいいくくくくくのののののででででで、、、、、取取取取取りりりりり上上上上上げげげげげてててててほほほほほしししししいいいいいテテテテテーーーーーマママママがががががあああああっっっっったたたたたらららららアアアアアンンンンンケケケケケーーーーートトトトトににににに記記記記記入入入入入しししししててててて
下さい。下さい。下さい。下さい。下さい。

　☆お客さんの感想　
・いろいろな展示物や商品があり、とても新鮮で、勉強になった。

・ユニセフやフェアトレードという、すごくよいものを取り上げていると思った。

・フェアトレードの楽器が気に入った。小さな子どもが楽しめ、フェアトレードと

いうものが記憶に残った。

・このようなユニセフやフェアトレード、平和といった知的好奇心をそそるような

取り組みを、他の団体ももっと取り上げていくとよい。

　夏といえば扇風機ですね。僕はクーラーが苦手なので家では扇風機にお世話になります。羽根に向かって声を出すと宇宙
人声（？）になるのもおもしろいですよね。アア、アツイ。カキゴオリクイタイナァ。（だつ）
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第25回

第一章　特集ぺぇじ
～乳酸菌篇～

　壱　腸内菌の種類　　　　　
　人間の腸内には約100種類、約100兆個の細菌が住みついていて、人の健康に様々な影響を及ぼしていますが、これ
らの腸内細菌はその影響面から大きく次の3種類に分類されます。

○善玉菌
　消化吸収を助けたり、病気に対
する抵抗をつけるなど人体に有
用な働きをする菌。乳酸菌はこれ
に含まれます。

○悪玉菌
　細菌毒素を生成して、腸内腐敗
を起こしたり炎症をおこす物質
や発ガン性のある物質を作る悪
い菌。

○日和見菌（ひよりみきん）
　特に良い働きもしませんが、腸
内に善玉菌が多いとおとなしく、
悪玉菌が増えると悪さをし始め
る菌。

☆このように様々な菌が腸内には住みついています☆

♪☆★乳酸菌の整腸効果と腸内菌叢【ちょうないきんそう】★☆♪
　以上に挙げたような腸内菌が、叢（くさむら）のように群がって形成する集合体のことを「腸内菌叢」といいま
す。人の健康には、この腸内菌叢のバランス、つまり善玉菌と悪玉菌の力関係が密接に関わっています。
　そしてこの腸内菌叢のバランスを整えてくれるのが乳酸菌です。ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、腸内の善玉
菌が増殖する手伝いをしているのです。

　みなさんこんにちは。ショッカーです。今年ももう暑い季節になってしまいましたが、体調は崩し
ていませんか？！今回はお腹の調子を整えようということで、乳酸菌について調べてきました。みな
さんも是非参考にして、お腹の調子に気をつけて下さい。

　夏になると食生活が危なくなる。毎年、アイス、ジュースなどの水物系やソーメンなどで済ましてしまう傾向にあるが、別
に体調は悪くはならないんですけどね。（セイシュウ）
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弐　乳酸菌とは？

　乳酸菌とは、乳糖やブドウ糖などを栄養分として増殖し、多量の乳酸を作る細菌のことを言います。乳酸菌にも種
類はいろいろありますが、形や性質、食品や医薬品などの利用面から、次の表のように分類されています。この中で
ビフィズス菌属は、最近では乳酸菌と分けてとらえられることもあります。これはビフィズス菌属が、乳酸だけでな
く、大量の酢酸も生成するという、他の乳酸菌には見られない性質を持つためです。

　私たちのお腹（腸）の中には、乳酸菌を始め、たくさんの細菌が住んでいます。中でも乳酸菌は、「善玉菌」の一種
です。乳酸菌は腸内で有機酸（乳酸、酢酸）を作り、「悪玉菌」の増殖を抑えて、腸内を健康に保ちます。またこの有
機酸によって、腸内の運動が活発になるので、栄養の消化、吸収が向上します。便秘解消にも役立ちます。
　さらに最近の研究では、乳酸菌の中には口から入ってきた有害物質から体を守ったり、免疫機能を高めるなど
の働きを持つものも確認されています。腸内の悪玉菌が増えると、有害物質が生成され、肌荒れ、肩こり、疲労の
原因となります。

　　
　ヨーグルトは、牛乳に乳酸菌を加えて発酵（乳酸発酵）させたものです。乳酸菌の働きによって、乳酸や酢酸などの
有機酸をはじめ、微量の芳香物質、ビタミン類が新たに作られるため、ヨーグルトは風味がよく、栄養面や保存性に
おいて優れています。また、ヨーグルトに使われる乳酸菌のなかには、胃液や胆汁などの消化液に強いものもあり、
生きた乳酸菌を腸に届けてあげることが出来るのです。

参　ヨーグルト　　　　　

　以上の様なことからヨーグルトにはストレスなどから崩れた食生活のバランスを
整えてくれるという隠れた大きな一面を持っているということができるのです。す
なわち毎日の食生活において健康増進を考えた際、ヨーグルトの摂取はとても大き
な意味を持ちます。
　では私たちは毎日具体的にどれくらい摂取すればよいと思いますか？実は・・・一
般的に理想といわれてる値は1日に400ｇから500ｇ、市販で売られている大きめの箱
一箱分に相当します。若干多めですが、この値を目標に毎日少しずつから食べ始める
ことを我々はお勧めします。

     ははははは、、、、、おおおおお腹腹腹腹腹ののののの中中中中中ののののの

　　ヨーグルト、バター、チーズ、醤油、味噌

　形態 　　
ヨーグルト、乳酸菌飲料、チーズ、サラミ、パン種 etc.

菌種　
かんきん

　桿菌 乳酸桿菌属

ビフィズス菌属

　球菌 ストレプトコッカス属

エンテロコッカス属  etc.

乳酸菌飲料

　夏の全国高校野球大会がまず最初に思い浮かぶ。近年の夏の大会は、愛知県勢の活躍が見られないんで今年あたりは頑
張って欲しいな。（りじゅ）

主な利用

！！！！！乳乳乳乳乳     酸酸酸酸酸     菌菌菌菌菌 善善善善善 玉玉玉玉玉 菌菌菌菌菌
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第二章 料理魂

作り方

班長家の秘伝のスープ

　夏の思い出。よく家族で三ヶ日の海のそばに旅行に行っていました。でも、誰も海水浴に興味がなかったので、旅館でぷよ
ぷよ三昧。旅行先はよ～く考えて決めた方がいいですよ。私の家の場合、山に行っても旅館でゲームやってた可能性は捨てき
れないですけれど。。。（みっくす）

材料（2人分）

じゃがいも……中1個
たまねぎ………1/2個　
ベーコン………1枚
人参……………1/2個
コンソメ………2個（8g）
塩・コショウ… 適量
水………………3カップ

　1.たまねぎは薄切り、じゃがいもと人参は角切り、ベーコンは1cm幅に切ります。
　2.鍋を熱し、油を適量ひいて、ベーコンを炒めます。　
　3.たまねぎを加え、しんなりするまで炒めます。
　4.じゃがいもと人参を加え、1～2分炒めます。
　5.水を3カップ加え、スープの素を入れます。
　6.フタをし、野菜が柔らかくなるまで煮ます。
　7.塩コショウで味を調えます。

　＊ワンポイントアドバイス＊
　野菜は使いきれなかったものでもOKです。上の作り方は基本形で、我が家ではホー
ルトマトを加えてミネストローネ風にしたり、ソーセージやキャベツを加えてポトフ
風にしたりしてよく食べてます。みなさんも自分の作り方でやってみてください。
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作り方

あとがき

文責：ショッカー

　長野の夏休みは短い。7月27日～8月19日ぐらいが一般的。そう、1ヶ月もないのです。そして私の高校は夏休みの前が全校登
山。9コースからの選択で、去年はとうとう槍ヶ岳に登りました!！でも、悲しいことに修学旅行はありません。（のん）

材料（10個）

   チョコレート………… 75g
　（製菓用チョコレート）
   フランスパン………… 1本
   スライスアーモンド… 適量
   ドライフルーツ……… 適量
   ベビーチョコ………… 適量
    （カラースプレー）
　　

1.チョコレートを細かく刻み、約60℃の湯せんにかけて溶かします。
2.フランスパンを適度に薄く切り、トースターで軽く焦げ目がつくまで焼きます。
3.「1」のチョコレートを「2」のパンにたっぷり塗り、上にベビーチョコ、スライスアーモン
ド、ドライフルーツをドッピングします。

＊ワンポイントアドバイス＊
　チョコレートをパンに塗るときは、バターナイフを使って片面のみを塗ると簡単にでき
ます。

チョコラスク

　乳酸菌特集はどうでしたか？
　乳酸菌を摂るにはヨーグルトを食べるのが良いのですが、死んだ乳酸菌等しか含まないヨーグルトも
あるということなので、ヨーグルト選びも肝心です。食のバランスの崩れがちな大学生の強い味方とな
るものなので、適度に摂ることを心がけましょう。
　秘伝スープ等の料理はどうでしたか？秘伝スープは応用がきき、いろいろな野菜をたくさん摂れるの
でオススメです。野菜不足が気になる下宿生の方も是非作ってみて下さい。
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■ Shop Data－お店情報
店　　名： IBカフェ
形　　式：カフェテリア形式
営業時間：平日　10:00～21:00（オーダーストップ　20:30）

土日　休業

第６回

■ Reporter's Comment－IBカフェって…

　みなさんこんにちは！名古屋の暑い夏がやってきましたね。今年の夏は皆さんどう過ごします
か？さて、moo×２の名大生協イートナビもとうとう６回目。今回は今年オープンしたIBカフェ
の特集です。他の食堂とはちょっと違ったおしゃれなカフェです。新入生レポーターも加わって
ますますにぎやかなナビ隊で突撃取材してきました！

　今年の２月IB南館にオープンした、おしゃれなカフェ。夜にIB南館の方を
見ると、一階がほんのり光っています（それが目立たないという噂も…）。中
にはいると、IBカフェと書かれたオシャレな看板が目に付きます。使われて
いる机や、椅子も透明でオシャレな雰囲気。ほかの生協の食堂とは一線を画
しています。
　営業は、パートさんだけで行っており、店長さんは北部食堂と掛け持ちだ
そうです。営業時間は、名大の生協食堂一遅くまでやっていて21:00まで
やっています。
　駅も近いため他の食堂と比べると名大外から来る人も多く、また、休み時
間の学部生の利用が多いみたいです。
　昼から午後にかけては、テイクアウトスタイルのカフェで、パンや飲み
物、軽食を食べることが出来ます。昼食時にはお弁当も販売しています。夜
（17:30～21:00）になると、オシャレなバーに早変わり！コーヒー・ジュースな
どのドリンク類に加え、なんとビール・カクテルなどのアルコール類が注文
出来ます！（但し、未成年者へはアルコールの提供は出来ません。確認のため
に学生証の提示を求める場合がございますが、ご協力お願いいたします。）

↑ＩＢカフェの入口です。

↑カウンターはこんな感じ。

　夏・・・夏といえば蚊！風物詩なのか！？という突っ込みは置いといて、私にとっての夏の象徴は蚊。そして蚊取り線香。毎年
毎年この時期は、蚊の襲来に苦しめられるのです。そして、この前委員会室前で蚊取り線香を使っていて気付いたこと・・・ど
うやら私は蚊取り線香の香り（匂い？）が好きらしい。（にゃっこ）
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■Tencho File－パートさんで切り盛りしています！

■ Interview with Tencho－インタビューしてきました。

むー：こんばんは。イートNaviレポー
ターの、むーです。

のん：同じく見習いレポーターのの
んです。

むー：それでは早速インタビューに
入ります。初めにお名前を教え
ていただけますか？

鳥羽：IBカフェ店員の鳥羽です。
むー：よろしくお願いします。

Q-気を付けていることはあります
か？

A-学外のお客さんも多く来るので、対
学生にとどまらない気配りを心が
けています。

Q-名大生協の食堂では唯一アルコー
ル類を販売していますが評判はど
うですか?

A-人気があるものとないものとで差
がありますね。カクテルは特に女性
の方がよく注文されます。ブルーハ
ワイやダイキリ系のものが多く飲
まれていますよ。他には名大地ビー
ルが人気です。

Q-オススメのメニューを教えて下さ
い！

A-ウインナーの盛り合わせ（500円）
です。少々高いですがいろいろな
味のウインナーが楽しめます。カ
クテルではストロベリーダイキ
リフローズンカクテル（400円）で
すね。名大地冷酒も名大地ビール
の陰に隠れていますがなかなか
オススメです。新しく麦焼酎もメ
ニューに加わりましたよ。

Q-ところでダイキリってどんなカ
クテルのことですか？

A-ラム酒をベースにしたカクテル
です。ラム酒とはお菓子によく使
われる甘い香りのするお酒です。

Q-値段やメニューについてお客さ
んからの意見はありますか？

A-そうですね…おつまみが安いと
よく言われます。枝豆150円とか。
メニューについては種類が少な
いということを言われます。

のん：（カクテルのメニューを見な
がら）このコアラコラーダっ
て名前の由来は何ですか？

鳥羽：それは…ちょっとわからな
いですね。

のん：そうですか。じゃあ、とりあ
えず次の質問です。

Q-お店の雰囲気についてのお客さ
んの反応はどうですか?

A-外から見て気付きにくいそうで
す。あとは、カウンター席の座り
心地がよいと評判です。

Q-利用者に一言お願いします。
A-忘れ物には気をつけてください
ね。これからはビールの季節。冷
たいビールを飲みに来てくださ
い!

むー＆のん：ありがとうございま
した。

　朝10:00から開店するIBカフェ。店長さんは、北部の店長さんが兼任して
いるそうで、普段は、パートさんで切り盛りしているそうです。お昼時の忙
しいときや、夜の混雑時は食堂部長の栗田さんも来て手伝っているそうで
す。そんなIBカフェの店員さんにインタビューしてきました。

←オススメメニューのウィンナー
の盛り合わせと、ストロベリーダイ
キリフローズンカクテルです。カク
テルは飲みやすく、粒の氷がつめた
くておいしいです。ウィンナーの
色々な味が楽しめてグッド。

　『夏』といえば、夜でしょう。『真夏の夜の夢』という戯曲もありますが、暑い昼間に比べて夜は涼しいですし、他の季節に比
べて夜の存在が強調されるというか、風情があると思いませんか？（みつを）



Me～dia7　moo×2の名大生協イートNavi!

26

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678

♪今回は特別版！IBカフェでのおしゃれな昼ご飯を特集します♪

「今日の昼食」とは、ナビ隊長むーとナビ隊員たちが、自分達のおすすめお昼ごはんを食べて、昼ご飯を紹介す
る昼時名大生食堂日記である。食堂大好きなみんなのお昼ごはんをとくとご覧あれ！

■Today's Member－今日のメンバー
むー （理３男） 全食堂制覇を夢見る生協イートナビゲーター。今回はバイトのため欠席
のん （理１女） 本とゲームが大好きな元気いっぱいの新人隊員。今回はインタビューアーとしても活躍。
せいしゅう（経１男） まじめな好青年。しかし心の内にはあつい魂を秘めている新人隊員。
だつ （経１男） PCエンジンをこよなく愛する男。ナビ隊員のガックン。
りじゅ （経１男） 政治に詳しいインテリメガネ君。物静かなだけど、おしゃべり好き。
みっくす（工１女） いつも明るいナビ隊のムードメーカー。元気いっぱいの新人隊員。
にゃっこ（教２女） ご飯はいつもマイペース。しっかりしている、ナビ隊員のお姉さん役。
くみ （理３女） ワゴンセール大好き女子大生。ひさびさに取材に参加
ばん （工４男） 食事はいつもコンビニ派。すいていたら食堂いきます。隊員の長兄役。

ボリューム ★★★☆☆
お　得　度 ★★★☆☆
栄養バランス ★★★☆☆
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MENU
�� !" QMM�

�� !"#$% & OPM�

ボリューム ★★★★☆
お　得　度 ★★★☆☆
栄養バランス ★★★★☆

MENU
�� !"#$!% QRM�

　ナポリタンーナポリ風の料理ト
マ ト ソ ー ス を 用 い た ス パ ゲ
ティー。イタリアチックなのにフ
ランス語らしいです。IBカフェは、
スパゲティやピラフが、多いけど
お腹ふくれるのはきっとパスタ！
半熟ゆで卵がトマトソースとよく
あって良い感じです。また、フロー

ズンカプチーノは、ほろ苦く冷え
冷えで夏にアイスですこれからの
季節にフローズンシリーズは良さ
そうです。（くみ）

　IBカフェで最も高いメニューだ
けあって、栄養がありそうな点で
す。後さりげなくレタスとセロリ

と、トマトが付け合わせとして付
いていて、ハンバーグにマッチし
てさらにバランスがとれている
点。（りじゅ）

■ What is ”KYOU NO CHUUSHOKU”?－「今日の昼食」とは？

今回はコンパ風
にみんなで分け
て食べました♪

　夏の風物詩というか、夏だからいい物って感じですが、“風鈴”っていいですよね。チリチリンって音を聞いて涼しくなるか
どうかはさておいて、いい感じの音です。気持ちいい音って言うんですか？夏でないと気持ちよくは感じない。不思議な感じ
です。（がさ）
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あなたのお昼ごはん募集！！
　あなたのいつも食べているもしくはおすすめのお昼ごはんを募集します。自
分だけが知っているお得なお昼ごはんの食べ方、おいしい組み合わせなどどし
どしアンケートに書いてね！良かったものは次号の記事に載せたいと思います。

ゆーどんだよん！お楽しみに！！

文責：むー・のん
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読者の食堂オススメメニューアンケートの結果～IBカフェ編～

ボリューム ★★★☆☆
お　得　度 ★★★☆☆
栄養バランス ★★★☆☆

MENU
�� !"# QMM�

※新しい店なだけにいったこと無いという方が多かったようです。

ピザ！！！！！！ （新男）
メニューを変えた方が良いのでは？ファーストフードとかがほしい。 （メカ沢）
ゆずティー。 （ゆんぼー）

MENU

　カレーピラフは半熟卵がよく
合う。
　カレー風味の香ばしさとピリ
辛に牛肉のうまみが加わり見事
なトリオを奏でる。そこに卵が加

わり、最高のカルテットとなる。量
は余り多くないので小腹が空いた
ときが良いかも…。（だつ）

ボリューム ★★★★☆
お　得　度 ★★★☆☆
栄養バランス ★★★☆☆

　チーズのやきめがとても食欲を
そそります。キノコとチーズの組み

合わせもグッド♪
　トローっととける卵もとっても
美味しかった☆（みっくす）

今回のイートナビはいかがでしたか？今回の取材ではパーティ形
式にみんなでご飯を食べました。ＩＢカフェは他の食堂と違って定
食形式になってないのでみんなで食べるのに最適です。今年オープ
ンしたＩＢカフェ皆さんも是非一度行ってみて下さいね☆

　夏といえば夏祭りかな、昔はよく近所の夏祭りに友達や兄弟で行っていました。しかし、最近は全く行ってません。誰か一
緒に夏祭りに行ってくれる人が欲しい･･･（むらまさ）
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今回のテーマは『正しく言葉を使う』だ!
前にも言ったが、言葉を間違えて使っているとかなり恥ずかしい。今回はみなさんがあやふやな定義のまま使っ
ていそうな言葉を集めてみたから、今一度言葉の定義を確認してほしい。また、このコーナーの後半では、接客業
で使ってはいけない言葉を紹介する。
　
突然だが篠崎君に問題だ!
はーい。
“情けは人のためならず”ってどういう意味だ？
情けは人のためではないって意味ですぅー。
…それじゃぁ、“転石苔むさず”ってどういう意味だ？
転がる石には苔が生えないって意味ですぅー。

■意味と使い方を確認しましょう

第二回：正しく言葉を使う

受講生の篠崎さん。
脱力系。

講師のジュンヤ氏。
最近老けた。

▲

▲

登場人物

　ホームページというのは本来、「ブラウザで一番最初
に表示されるページ」のことを言います。世間一般で
「ホームページ」と呼ばれているものは正式にはウェブ
サイトと言います。
「私のホームページにようこそ」という表現はとても多
く使われていますが、言葉のもともとの定義から考える
と間違っています。

情けは人のためならず情けは人のためならず情けは人のためならず情けは人のためならず情けは人のためならず
「人に親切をすると、世の中全体が幸せになって、いずれ
は自分にもいいことが返ってきますよ」という意味。
転石苔むさず転石苔むさず転石苔むさず転石苔むさず転石苔むさず
「活発な人は、いつまでも古くならない」、と「落ち着きの
ない人は大成しない」という2通りの解釈がある。

ホームページホームページホームページホームページホームページ
　しかし「ホームページ」という言葉があまりに浸透し
てしまったため、日常では「ホームページ」と「ウェブサ
イト」の言葉の区別はあまりされていません。また最
近、「ホームページ」という言葉は、「国の機関が作る
ページ」、「企業のサイトのトップページ」を指すように
もなってきています。

　日本語には「お疲れ様」、「ご苦労様」という２つの似た
言葉がありますが、「ご苦労様」はどちらかというと目下
の人に対して用いるとされています。
　アルバイト先で目上の人に対しては「ご苦労様」では
なく、「お疲れ様」を使うのが無難だといえます。

お疲れ様お疲れ様お疲れ様お疲れ様お疲れ様
「話し合いが煮詰まる」とは十分に議論が行われて結論
が出る状態になることです。
「話し合いが行き詰る」に似ているので「先に進まなくな
る状態」だと思いがちですが、「仕上げの段階になる」と
いう意味なのです。

煮詰まる煮詰まる煮詰まる煮詰まる煮詰まる

補足補足補足補足補足

注）言葉の持つ意味は時代と共に常に変化していくものなので、『辞書に書いてある
用法以外は間違いだ！』という考えはよくないことかもしれません。しかしみなさん
に日本語の知識を深めてもらおうということで、ここでは敢えて『辞書に基づいた言
葉の使い方をしよう』という姿勢をとりました。このコーナーは『標準語以外を否定
する』という趣旨ではないということをご理解ください。参考文献　大辞林（三省堂）

ジ：

ジ：
篠：
ジ：
篠：
ジ：
篠：

　夏と言えば海！今年こそ海に行きたいなぁ。昼の海も夜の海もあこがれるのです。そして線香花火があれば完璧ですね☆じ
んわりと花火を楽しみたいものです。（ゆう）
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次回のテーマは『e-mailの作法』です。
文責　ジュンヤ

これらの言葉の使い方は文法的に正しいのか間違っているのかよく分からな
い。しかしこれらの言葉を接客業で使った場合、お客さんが聞いてすごく不快
に感じる場合がある。とにかく口から出てしまわないように注意しよう。
でもワタシが働いてるファミレスでは、接客マニュアルに『お会計のほう千円
からでよろしかったでしょうか？』って書いてありますよー。
…。

　言葉の定義をしっかり把握することはとても重要です。
入学の時に電子辞書を買った人が多いと思いますが、分からない言葉に出くわしたらすぐ調べて大
いに活用しましょう。暇なときに電子辞書のスイッチを入れて色々読むのも面白いと思います。

■番外編　～言い間違いやすい言葉～
　シミュレーションは、英語でsimulationと書きます。

「シュミレーション」と読んではいけません。
　また「コミュニケーション」（communication）も、「コ
ミニュケーション」と言い間違えやすいので気をつけ
ましょう。

　ハッカー（hacker）とはネットワークを使った犯罪者
だと思われがちです。でも実は「コンピュータやネット
ワークにとても詳しい人」のことで、「職人」とか「名人」
のように敬意が込められた言葉なのです。
　それに対して、人のコンピュータに勝手にアクセス
したり、データの破壊活動を行なう人はクラッカー

（cracker）と呼ばれます。

　確信犯とは「悪いことだと知りながら行なった犯罪」
ではなく、「道徳的・宗教的または政治的確信に基づいて
行われる犯罪」 という意味です。

「生きていくにはこうするしか仕方ない」と言って物を
盗む犯罪→確信犯とは呼ばない

「悪人はこの世には必要ない」と言って犯罪者を殺して
いく犯罪→確信犯

　オプションとは「選択権」のことです。よく車の宣伝で
「カーナビのオプション付き」という表現がありますが、
それは「カーナビを付けるか付けないか選ぶことができ
ますよ」ということを言っているのです。「付属品」とか

「プラスアルファ」とか「おまけ」とか、そういった意味の
言葉とはちょっと違います。
　また余談ですが、付属品のことを英語で「アクセサ
リー」と言います。

「人の噂をしているとその人が現れる」という意味のこ
とわざです。

「うわさをすれば何とやら」ということわざがあると
思っている人がいると思いますが、この「なんとやら」
という部分は、「犬も歩けばなんとやら…」、「三人寄れ
ばなんとやら…」のように単なる略です。

ハッカーとクラッカーハッカーとクラッカーハッカーとクラッカーハッカーとクラッカーハッカーとクラッカー うわさをすれば影がさすうわさをすれば影がさすうわさをすれば影がさすうわさをすれば影がさすうわさをすれば影がさす

オプションオプションオプションオプションオプション確信犯確信犯確信犯確信犯確信犯

お会計のほう　　　　　　　　　　　　　　　千円からお預かりします　　～でよろしかったでしょうか

　放射能のことを英語でradioactivityと言います。
　これはつまり、「ウランやプルトニウムといった物質
が放射線を出す活動、放射線を出す性質」と指す言葉で
す。「放射能を浴びて被曝する」、「放射能が漏れる」と
いった表現は厳密に言うと間違いで、正しくは「放射線
を浴びて被曝する」、「放射性物質が漏れる」だと思われ
ます。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放射能放射能放射能放射能放射能

■接客業で使ってはいけない言葉

ご注文のほう
以上でよろしかったでしょうか

ジ：

篠：

ジ：

　夏といえば…蚊取り線香かな。よく花火をする時に、打ち上げ花火の導火線に点火するのに使っていました。虫除けにも
なって一石二鳥です。あれ!?こんな使い方した人いません…??便利なんですよー。（すの）
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～あたまかけるちえのひらめき～

頭翔智閃

　夏がやってきました。今年の最高気温は一体何度を記録するんでしょうか？うだ

るような暑さに頭をやられないようにしたいものですね。

　というわけで今回の“頭翔智閃”は、脳をヒネらないと解けないクイズの数々です！

気合いを入れて考えましょう！

○前回の解答○

　前回のクロスワード＆ナンクロはどうでしたか？所々ややこしい単
語もありましたが…。下に解答を載せておきます。

クロスワードパズルの解答クロスワードパズルの解答 ナンクロの解答ナンクロの解答

　夏の風物詩といえば、セミですかねぇ…。僕の実家では日中一日中鳴いています。昔はよく兄弟でセミ取りとかしたりして
たなぁ…。（むー）
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SSSSS

GGGGG

○図形de頭翔智閃○

　積み重なったサイコロのお
互い接触する面の和が五にな
るようにしたとき、図の『？』
にあたる部分はどの数になる
でしょうか？

？

　マッチ棒を右図の様に
並べて立方体を４つ作り
ました。
　このマッチ棒を１本だ
け動かして、立方体を３つ
にしてください。

　１マス移動、２マス移
動、３マス移動という移動
を繰り返してスタートか
らゴールまでたどり着く
にはどうすればいいで
しょうか？後ろに飛ぶの
は可能とします。

　マッチ棒20本で作った左の図が
あります。この図には正方形が二つ
しかありませんが、この図形のマッ
チ棒を四本だけ動かして正方形の
数が出来るだけ多くなるようにし
てください。

　夏といったら浴衣です。浴衣それは日本の心。浴衣とうちわの無い家は日本の心を忘れています。（じゅんや）
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○理屈de頭翔智閃○

乱
道
県
挙
踏

県
乱
道
挙
踏

２：次の文字はある規則に従っ
て並んでいます。次の空欄に
相応しい漢字を埋めて下さ
い。

１：右の５つの漢字を矢印のように並び
替えました。さて、どういう法則に
沿って並び替えたのでしょう？

い
か
だ
な
ん
せ
ん

は
ろ
う

こ
う
ろ

か
い

筏
、難
船
、波
浪
、航
路
、□
□
、□
、櫂

次の文字はある規則に従って並
んでいます。次の空欄に相応し
い漢字を埋めて下さい。

菊
、桜
、桐
、鶴
、□
、雉

次の空欄にあてはまる数字を答え
てください。

500＞10＞100＞□＞50＞1

５：テスト前、教室でAさんとＢさんが話しています。
　A「一昨日徹夜してレポート仕上げたんだ。そしたら昨日
午前十時から十五時間寝ちゃって。だから、今日は一睡も
せずに徹夜してテスト勉強するつもりだよ。」
　Ｂ「ふーん。でも、それは絶対無理だね。」
　どうしてでしょうか？

６：将棋のルール上、香車にできて飛車
に出来ない事は何でしょう？ただ
し、『金』に成れないということは除
きます。

飛
車

一周五キロのサーキットがあります。二台の車がス
タート地点から反対方向に向かって走り、一定の速度
で走ったところ、一回目と二回目はコースの途中です
れ違ったのですが、三周目にはスタート地点ですれ違
いました。さて、この二台の車のスピードの比は何対
何でしょう？

クリスマスになると、サンタクロースより一足早
くやってきて、サンタクロースより一足先に帰る
のは何でしょう？

　徳島出身なので、夏といえばやっぱり阿波踊りです。8月1 2日～1 5日にやっているので、是非来てみて下さい。いろんな連
（踊る集団とでも言うのかな？）があるけど、入っていなくても、「にわか連」は自由に入っていいので、見て楽しむだけでな
く、踊って楽しむことができます。（くみ）

３： ４：

７： ８：
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文文文文文責責責責責：：：：：みみみみみつつつつつををををを

13：12個の、見た目が全く同じのボールがあります。この
内、11個は同じ重さで、一つだけ他のものよりも重い
ものがあります。天秤を使って三回で計るとき、どう
やればその一つを特定できるでしょうか？

14：12個の、見た目が全く同じのボールがあります。この
内、11個は同じ重さで、一つだけ他のものよりも重さ
が違うものがあります（他と比べて重いか軽いかは分
かりません）。天秤を使って三回で計るとき、どうやれ
ばその一つを特定できるでしょうか？

参参参参参照照照照照：：：：：多多多多多湖湖湖湖湖　　　　　輝輝輝輝輝　　　　　『『『『『頭頭頭頭頭ののののの体体体体体操操操操操』』』』』

ラジコンで動く犬型ロボットがあります。。コントローラーの
A,B,C,D,Eのボタンが右前足、左前足、右後ろ足、左後ろ足、尻尾の
どれかに対応しています。二つのボタンを同時に押したときは、ど
ちらか一方のボタンの反応しかないものとします。次の結果から、
どのボタンが体のどの部分に対応しているか推測して下さい。

９： ・AとCを押すと、左後ろ足が動いた。

・AとDを押すと、右前足が動いた。

・BとCを押すと、左前足が動いた。

・CとEを押すと、左前足が動いた。

・DとEを押すと、尻尾が動いた。

あまりに大きすぎて貨物輸送機に積み込めないのに、空
輸で運ばれるものがあります。それはなんでしょう？

11：

12：右の３つのレシートの中に、妙なもの
が一つだけあります。それはどれで
しょう?また、なぜでしょう？

AAAAA B C

お買いあげ

お預かり

お釣り

1080

5080

4000

1620

　夏といえば・・・。なんだろう。何も思いつかないなぁ。食欲もなくなってだるいし、一日寝ていたいです。わざわざ暑い中に
飛び出して行くなんて正気の沙汰じゃないですよ。クーラーでもつけてのんびりと室内ですごすのが理想です。ああ、そう
か。これが夏バテ（＋冷房病）ってやつなのか・・・。（ばん）

2120

500

3120

6120

3000

12：ある国には、次の四つの規則があります。

A　すべての男は髭をきれいに剃っていなければならない。

D　他の街の理容師に髭を剃ってもらってはいけない。

B　自分で髭をそってはならない。
C　それぞれの街に、一人の理容師を任命する。

これを見た人が、「理容師自身の髭はどうするの
か」と言いましたが、「全く問題はない」といわれ
ました。さて、なぜでしょう？
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　名古屋の暑い熱い日々に負けないように健康にテスト期間・夏
休みを過ごしましょう。「I Love sea!」「夏バテを防止しよう」を参
考にして有意義な夏にしましょう。

　やりたいことがあるというのは、
とてもいいことだと思います。是非
実行に移して下さい。伊勢神宮に行
くなら、赤福氷をオススメします。

（くみ）

　メガネ君のトリビアを早速、試してみました。…ドンピシャです！！すごい！
どういったきっかけで発見されたのか是非教えて下さい。 （みかん）

みかんさんからメガネ君への伝言
（前号の投稿より一部抜粋）
　学籍番号のチェックディジット
は、上8ケタをabcdefghとするとa×
2+b×3+c×4+d×5+e×6+f×7+g
×8+h×9を11で割った余りの下1ケ
タ。

暑中お見舞い

申し上げます

前回募集した投稿　その1

夏休みの過ごし方
　テストが終われば長～い長い夏休み♪
夏休みの旅行計画・理想の夏休み・夏休み
の野望などなどを募集しました。

他大学の講習に参加す
る。
図書館に通う。
映画館で映画を見る。

一人で伊勢神宮に行く。
…等、やりたいことはその他いろい
ろあります（笑） （みかん）　今年から先に試験が

終わっちゃうのでこん
な長い休みをどうすご
すか悩みますね。バイト
漬けになりそうな予感

…。あ、あと実家にも返ります。やっ
ぱり盆と正月ぐらいは帰るべきだと
思います。 （メガネ君）

　名古屋の夏は祭りの
夏です。

8月7日…熱田・瑞穂区民まつり
8月8日…まるはちの日
8月27～29日…どまつり
9月19日…環境デーなごや　など。
　どまつり以外は市役所や区役所・
保健所や万博PRなどのブース出典
やイベント参加が主で、アンケート
に答えるとエコグッズ（文具や台所
用品）がもらえたりして結構お得で
す。その他、瀬戸市のせとものまつり
（9月11～12日）も見に行って損はな
いですよ。 （ダニー・チュン）

　とにかく本を読み
あさる、いや読み倒そ
うと思っています。
（天晴ボケ太郎）

　長い休みだからこそ、今まで読みた
かったけれど読めなかった本や、普段
は読まないような本を読んでみたい
ですよね。 （みっくす）

　特に、第1週でテストが終わってし
まうと約2ヶ月休みがあることに
なってしまいますよね～。有意義な
夏休みを過ごしましょう。
　実家にはできるだけ長く帰りま
しょう。結構親は心配しています（私
もよく怒られます…）。 （くみ）

　今年も情報ありがとうございま
す。まるはちの日が気になって調べ
たら、愛・地球博関連の行事なんです
ね。まつり以外にも、7～8月には各地
で花火大会がありますね。なんだか
わくわくします。 （くみ）

　ここからは、血液型占いをお送りします。あなたの血液型のページを見てみましょう。今月のあなたの運勢がわかるかも
しれません。それを参考にして今月の暑さも乗り越えましょう。今年も暑い夏があなたを待っています！！
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1 0月号の投稿テーマ

文責（コメント） くみ＆みっくす
イラスト にゃお

その他
　何でもどうぞ。今まで募集したもので
もいいです。例えば、単位の神秘、バイト
について、資格について、知恵袋、生協に
対する質問などがありました。

�����j Éj Éj Éj Éj É�����Ç á ~Ç á ~Ç á ~Ç á ~Ç á ~�� �� �� �� �� ������� !"#$%�� !"#$%�� !"#$%�� !"#$%�� !"#$%

　この伝言板は、普段感じること・
思うこと等々をMe～diaを通して
交流するページです。また、様々な
疑問に出来る限り答えていこうと
思います。

�� !"

おてがみ…学生委員会室まで持っ
てくる。南部食堂の裏にあります。
アンケート…アンケートの「投稿
へのメッセージ」欄に記入する。

　このページはみなさんの投稿によって作られています。

どしどし投稿して下さい。

進路について
　進路が気になる今日このごろ。院試勉
強・就職活動etc.いろんな意見・感想を募集
しました。

　前回募集した投稿　その3

「バイトについて

語ろう！」

名大で借りられている本も南山にな
らあるかも！？行ったことがない人は
一度行ってみて下さいね。（みっくす）

後期やってみたいことは？
　いよいよ、後期Start！やりたいこと・後
期こそはやってみたいことがきっとあ
るはず。この伝言板に投稿して決意表明
してみませんか？

アテネ五輪感想交流
　4年に一度のオリンピック。実際にア
テネに行った人もテレビの中継を見た
人も、夏の感動をみんなで分かち合いま
しょう！

朝ちゃんと起きる秘訣について
　後期授業が始まりました。１限から
ちゃんと出られるように、朝ちゃんと起
きられる秘訣を募集します。あなたの
とっておきの方法を教えて下さい。

　一番いい方法は、先輩を探して聞く
ことですね。また、大学が発行してい
る資料に就職についてのデータが
載っていることがあります。（くみ）

　ゆんぼーさんおすすめのバイトは
なんですか？よいバイトあったら是
非、投稿して下さい。 （みっくす）

　家庭教師は確かに楽
だし時給いいけど、思っ
たより稼げません！！し
かも派遣センターと給

料について少しトラブりましたよ…
（涙）。ちゃんともらえたんですけど
ね…。でも正直教えている家庭と少
し気まずいです。もう泣きそうです
～。 （もんぷち）

　模試監督のバイトは
ひますぎて大変。ねむく
なります。（ゆんぼー）

　家庭教師のバイトでは、そういった
トラブルの話を聞きます…。バイトで
はいろいろ学ぶことは多いけど、トラ
ブルだけは避けたいですね。（くみ）

　前回募集した投稿　その2

試験対策・

単位取得の裏技
　1年生の人にとっては初試験。試験につ
いての疑問・試験・資格に関するおもしろ
エピソードなども募集しました。

　試験勉強は南山大学
の図書館がgood！明る
いし、人が少なくてよ
いです。 （ゆんぼー）

　自分の学科からはど
んな仕事ができるの
か。留学はフツウいつ
するのか。 （新男）

緊急投稿テーマ（Me～dia2まで常時募集）

「自分の院試・就職・留学話」
（4年生・院生の人へ）
　自分がどうやって院試の勉強をしていたか、就職活動時のエピソード、留学につい
て伝えたいことなどなど、語ってみませんか？
（3年生以下の人へ）
　進路について迷っていること・聞いてみたいこと・ちょっとした疑問などを投稿し
てみませんか？

予告：Me～dia10では、就職についての記
事を掲載する予定です。

＜Ａ型のあなた＞
　今月は忙しさに目が回りそう。はりきりすぎるとバテてしまいますよ。自分のペースを守るように心がけましょう。時には
休憩をとることも大事♪ラッキーカラーは赤。
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Me～dia6の記事は
いかがでしたか？
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　下関ふぐ天丼を食べるぞ！！
（もんぷち）

　長崎チャンポン楽しみにしています。
（メカ沢）

→お楽しみのメニューは如何でしたか？
ある時期だけにしかないものって、つい
気になって食べてしまうんですよね。

 （みつを）

　15%引は非常によい。20%引の日も
…？教科書をまとめ買いします。

（dera1st）
　書籍15%OFFというのはいいですね。
今回、私は辞書を買います。

（天晴ボケ太郎）
→私の周りでも本を何冊も、十何冊も（！）
買っていた人がいました。買うのはいい
んですが、そのたくさんの本を読む時間
を確保するのが大変ですね。  （みつを）

　オリジナルメニューが豊富と聞いて、
食指が動きました時間が空いたときに
いきたいです。 （みかん）
→理系カフェテリアはちょっと遠いです
が、夜遅くまでやってます是非来て下さ
い。 （むー）

　ロッカーの中の白衣にかびがはえる
かもしれない…。持って帰って洗濯しな
きゃ。 （もんぷち）
→そうですね。洋服を入れるタンスやク
ローゼットも閉め切ったままでいるとア
ブナイですよ。私も冬服が入った引き出
しを最近開けた覚えがないから不安です
…。 （にゃっこ）

　カビって大変なんですね。そういえば
お風呂使ったあとは水をきっちりふき
とらないとダメだと聞いたような気が
します。 （メガネ君）

→カビは本当に大変ですよ～！私は下宿
してる部屋で初めてカビを発見したとき
は、かなりパニクって親に電話をかけて
しまいました。まずは生やさないように
注意してくださいね☆ （にゃっこ）

　湿気取り買わなくちゃ。まだエアコン
はがまんしてます…。 （ゆんぼー）
→料理で使う「重層」も湿気取り剤の代わ
りになるので、一度試してみてはどうで
しょう？でも普通は下宿生の家には重層
なんてないかなぁ。 （にゃっこ）

　考察が学術的ですね。予防対策は経験
談や「私はこうしている」という具体的
なものがほしかったです。 （メカ沢）
→今回はページ数の関係で体験談などが
載せられず、私自身もちょっと残念です
…。ちなみに私は、カビを発見して、即除
湿器を購入しました。あと、浴室の換気扇
は1日中回すようにしています。参考にし
ていただけるとうれしいです。

（にゃっこ）

　この方が日本語で書かれたのです
か？うまい。 （dera1st）
→すみません、原文は英語でした。執筆者
のJeffさんは、日本語がとてもお上手なの
ですが、日本語で文章を書くのは時間が
かかるということで、英語で書いていた
だきました。それを院生委員の傘谷が下
訳し、同じ院生委員の竹下や学生委員の
みなさんにチェックしてもらいました。
　なお、Me～dia4の羅潔さん、今回の黄雁
玲さんは日本語で執筆されました。
（傘谷／留学生委員会オブザーバー）

　日本の中ですでに国際化は始まって
いるのですね。その事をしみじみと実感
した記事でした。今年だけでなく、来年
度もこの企画を続けて下さい。編集部の
方々、お願いします。 （みかん）
→名古屋大学にも1,000人以上の留学生
が学んでいます。大学の国際化に対応す
べく、生協でも英語と中国語のパンフ
レットをつくりました。ちなみに、Jeffさ
んには英語版の一部の英訳チェックもし
ていただきました。
（傘谷／留学生委員会オブザーバー）

　声カード班の人のイラストがプロい
です。 （もんぷち）
→ありがとうございます。まだ誤魔化し
ている部分があったりしますが…精進し
ます。 （鶏頭蛇尾）

　最近北部派です。たまには南部にも行
こうっと。 （ゆんぼー）
→南部には南部の、北部には北部の良さ
があります。いろんな店にいってみてく
ださい～。 （声カード班）

　リクエストって実現されるんです
ねー。すげー。 （メカ沢）
→そうなんです。理由がちゃんとしてい
ればよりOKです。 （声カード班）

CO-OP INFORMATION

カビ対策して梅雨もるんるん♪
日本見聞録

お店探検隊

moo×2の名大生協イートNavi！

＜Ｂ型のあなた＞
　暑さに負けて少しだらけてしまいそう。マイペースも大事ですが、たまには他人のペースにも合わせてみましょう。生活に
刺激が与えられて、生活のリズムを取り戻すきっかけになるかもしれません。ラッキーカラーは青。
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→お見事！大正解です。完璧ですね。
（みつを）

（みかん）

もんぷちさん画

　ゆで豚サラダはヘルシーで健康にも
良さそうですね。 （メガネ君）
→ナビ隊長のおきにいりです☆（むー）

　サラダ私も好きですー。（ゆんぼー）
→僕も好きです。やっぱり下宿生なので
健康に気を遣わないと…。 （むー）

　理カフェはサラダが本当にいいです。
コンビニよりも質も量も◎そして安
い！！ （もんぷち）
→バリエーション豊富ですしね！理カ
フェのオリジナルメニューもよろしくお
願いします。 （むー）

　募金などで少しでも誰かの役に立て
れば、と思いますね。この前献血に行き
そびれました。残念…。 （ゆんぼー）
→ユニセフ班でも学内の色々なところに
募金箱を置いています。気が向いたら募
金してみて下さい。 （ユニセフ班）

　イラクについては戦争についてしか
知りませんでしたが、その影で犠牲と
なっていく病気の子供達のことを垣間
見た気がしました。 （もんぷち）
→戦争報道では子どもたちになかなかス
ポットがあたりません。甚大な被害を受
けている子どもたちに注目していくこと
も大事だと思います。 （ユニセフ班）

　八宝菜おいしそう(^^)　でも材料が余
るのが考えものですね。 （ゆんぼー）
→数人で集まって作ると材料も余らず、
楽しくできますよ。 （ショッカー）

　緑茶は最近のブームでしたが、そこま
で体に良かったとは知りませんでした。
明日から水筒の中身を麦茶から緑茶に
するか考え中です。 （みかん）
→緑茶も良いですが、夏と言ったらやっ
ぱり麦茶でしょう。でも、私は烏龍茶が好
きです。 （ショッカー）

　健康大好き！ （新男）
→やはり健康は大事ですよね。これから
一緒に健康について学んでいきましょ
う。 （ショッカー）

　お茶は自分でいれます。ペット飲料は
買いません（地球に優しく）。でもTVCM
は楽しんでいます。（うえすぎようこ）
→これからもその「自分で」という精神を
忘れないで下さい。そしてCMは曲も含め
て楽しんで下さい。 （ショッカー）

　料理魂好きです。 （メカ沢）
→料理魂に載せている料理は毎回班員で
ちゃんと試作してます。だから味の方は
間違いないです！！！・・・たぶん。

（ショッカー）

　「専門」を「専問」と書いた…。漢検準2
級持ってるのに。 （もんぷち）
→間違えやすいので気をつけましょう。
実はこの漢字テストで出題された問題
は、つい最近まで筆者が間違えていた漢
字です。 （ジュンヤ）

　第一問では、中国語ではAとBのどちら
も正しいという問いが結構ありました。
次回も楽しみにしています。

（ダニー・チュン）
→中国では漢字の使い方が日本とちょっ
と違っていたりするんですね。勉強にな
りました。 （ジュンヤ）

　アンケートによると、前回の漢字テストの平
均点は31.2点でした。ちなみに最高点はdera1st
さんの100点（偏差値79.6）でした。

　中々手強かったです。
（うえすぎようこ）

→がんばって作ったので、手ごたえが
あったといってもらえると嬉しいです！

（みつを）

　スーパー…すばらしい発想です。本当
に梅雨が楽しくなるかも知れませんね。

（メガネ君）
→6月中旬くらいは梅雨とは思えないく
らい晴れていましたね。私はあまり実践
出来なかったんですが、メガネ君は安く
食材をゲットすることはできましたか？

（くみ）

　「バイトについて」のもっといろんな
人の意見が知りたいです。 （P）
→常時募集にしたので、投稿が来る限り
続けていく予定です。具体的に聞きたい
ことがあれば、それを投稿して下さいね。

（くみ）

＜どんなテーマを
募集してみたいですか？＞

　恋!!告られる方か、告る方か、名大生の
赤裸々恋愛事情が知りたいです。

（もんぷち）
→名大生白書を読んでみよう～。（くみ）

インタビュー～イラクの子供たちは～

ショッカータイムス

Me～dia日本語力養成講座

　かなり苦戦しました。でもできました
よ～。 （メガネ君）
→苦戦してもらえるくらい、頭を働かせ
る問題でよかったです。今月の問題はど
うでしたか？感想お願いしますね。

（みつを）

Me～dia伝言板

＜Ｏ型のあなた＞
　きちんと計画を立てて行動してみると良いでしょう。少しでも気を抜くと計画倒れになってしまいますが、根気よく実行
していけば、大きな成果が得られます。ラッキーカラーは紫。

頭翔智閃
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　●当選者の皆様、おめでとうございます。
図書券は後日発送致します。

　●今後もMe～diaをよろしくお願いします。

＜今回のアンケートは19枚でした。＞

６アンケート当選者（敬称略）

６アンケート回答者（敬称略）

経済学部1年 かときち
工学部1年 天晴ボケ太郎
工学部1年 新男
工学部1年 P
工学部1年 もんぷち
工学部2年 32を
農学部2年 チャラ
理学部2年 かぼ
理学部2年 メガネ君
工学部3年 こるびゅじぇ
工学部3年 ゆんぼー
文学部3年 みかん
文学部3年 MOMO
理学部3年 R
医学部4年 dera1st
理学部4年 メカ沢
法学部他 ジャンバラヤ
法学部他 うえすぎようこ
国際開発研究科 ダニー・チュン

工学部1年 天晴ボケ太郎
工学部1年 新男
工学部1年 P
工学部1年 もんぷち
理学部2年 メガネ君
文学部3年 みかん
工学部3年 ゆんぼー
医学部4年 dera1st
理学部4年 メカ沢
法学部他 ジャンバラヤ

　6年で卒業するまで出すぞー。（図書券
めあて） （dera1st）
→出して下さい♪これからもMe～diaを
よろしくおねがいします。 （編集部）

　図書券は5割前後の確率で当たるんで
すね。これは出さなきゃ損ですよ。あ、こ
んなこと書いたらアンケート回答が増
えて当たりにくくなってしまうか？

（天晴ボケ太郎）
→今回はアンケートの回答が少ないの
で、図書券当たり率が増加しています。編
集部側としては、いろんな人の意見が来
ている方がいいんですが…。原因を探し
てみます。 （編集部）

　おもしろかった！ （新男）
→ありがとう！ （編集部）

　ページ下のが読んでておもしろかっ
たです。 （Ｐ）
→ありがとうございます。今回のページ
下はいかがでしたか？ （編集部）

　新入学生委員の方々の自己紹介・出身
地PRが興味深かったです。

（ダニー・チュン）
→今回のMe～diaでは新入学生委員によ
る記事が載っています。是非お楽しみ下
さい。 （編集部）

　ページ下を見ていて、夏休みに旅行を
したくなりました。一度も行ったことの
ない北陸方面が気になります。（みかん）
→せっかくなので、18切符で遠出をして
みませんか？1日2300円で乗り降り自由
なので、少しずつ観光などをしていきた
いときにお得です。 （編集部）

　傘占いって当たってないと思う。根拠
は？って言いたいです。

（うえすぎようこ）

→傘占いには特に意味はありません。お
遊びで作ったので、お気軽に楽しんでい
ただければいいとおもいます。（みつを）

　ビーチパラソルでした。窓際族じゃな
いもん！！ （ゆんぼー）
→傘占いは楽しんでもらえましたか？特
に深い意味は無くて、お遊びで作ったの
で、読み物として読んでくださいね。

（みつを）

　倹約するためにはまずは家計薄簿を
つけるとよいと思います。（メガネ君）
→それができないから、倹約できないの
だと思います。だれか家計簿を三日坊主
にならない方法を教えて下さい。（むー）

　レインコート、長靴は実際梅雨でも使
わないアイテムですけど、やっぱり梅雨
らしさの演出には必須ですね。

（もんぷち）
→梅雨のファッションといえばこれだ！
と思ってこうなりました。そうですね、今
時なかなか貴重です。 （のん）

　女の子もカタツムリもかわいい。子ど
もの頃読んでいた絵本やレゴブロック
を思い出しました。 （みかん）
→小さいころ見ていた絵本を思いだす
と、その頃の思い出も一緒に思い出して
懐かしくなります。 （みっくす）

　裏表紙、梅雨時らしい、いい切り口の
絵だと思います。 （うえすぎようこ）
→ありがとうございます。今年の６月初
めは晴れていて、あまり梅雨っぽく無
かったのですがそれはご愛敬ということ
で。 （みっくす）

～どの記事がよかったかを聞きました～
1位　カビ対策して梅雨もるんるん♪
2位以下略。
　これからもこの項目を入れていこうと思う
ので、是非書いて下さい。

ゆうべのひとこえ

ページ下

編集後記

表紙・裏表紙

＜ＡＢ型のあなた＞
　今月は旅行が吉！思い切った行動に出てみると、思いも寄らない結末が訪れます。それが良いことなのか悪いことなのかは
私にもわかりません。ラッキーカラーは紅（くれない）。
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記後集編
　今回、I love sea の記
事の担当をしました
（といっても、大半は
だっつあんにお任せ
ムードだったが）。この
記事を読んで海へ行こ
うと思ってくれれば幸

いです。ところで、7 月になるとテストがあ
ります。テストという響きが嫌ですね。テ
スト勉強を始めるとオーバーワーク（特に
前日に）してしまい、本番で失敗。しなかっ
たら・・・。さて、今回は？　　（セイシュウ）

　学生委員１年のだつ
です。記事を書いたの
は初めてなんで悪戦苦
闘しました。今回の記
事は文字が多いです
が、できるだけ詳しく、
どんな所かを知っても

らうということを第一と考えこうなりま
した。読みにくいとか、絵が少ないとか言
われるのは承知の上です。まあそういう記
事が１つくらいあってもいいんではない
かと思いますがいかがでしょうか？ご感
想お待ちしております。 （だつ）

　今回はむーさんの
イートナビを一緒に
…。少々まかせきりで
したが書きました。と
りあえず、何とかなり
ました。ＩＢカフェは
他の食堂と雰囲気が

違ってなかなか良かったです。ところで、
６月に台風が来て休講になりましたね。そ
のとき傘が風で壊れるのを初めて見てか
なり感動しました。壊れるものなんです
ね、傘。 （のん）

　今回「国際貢献をし
てみよう」の記事に携
わったみっくすです。
レイアウトも文章も多
くの人に手伝ってもら
いました。みんなあり
がとう。話はかわって、

最近とても暑いです。初めての名古屋の夏
にかなりやられています。６月でこんなん
じゃテストの頃はどうなってるんでしょ。
早く夏休みにならないかな～。大学は夏休
みが始まるのがかなり遅いですよね。
はぁ。 （みっくす）

　今回、はじめて記事
を書きました。どう
やってレイアウトすれ
ばいのかわからず、途
中で挫折しそうになり
ましたが、いろいろな
人の助けがあって何と

か書き上げることができました。助けても
らった人にはほんと感謝です。これからも
記事を書くことになると思いますが、読み
やすくて、ためになって、読者の方に楽し
んでもらえるような記事を書いていきた
いと思います。 （むらまさ）

　今年のユーロ2004は、
個人的に優勝候補に挙
げていたイタリアとス
ペインがまさかのグ
ループリーグ敗退。決勝
トーナメントに残った
のは、ポルトガル、ギリ

シャ、フランス、イングランド、スウェーデ
ン、デンマーク、チェコ、オランダの8チーム。
この中の注目はグループリーグの初戦でポ
ルトガルを破り、初の決勝トーナメント進出
を果たしたギリシャ。強豪のひしめく中でど
れだけ戦えるのかが楽しみだ。 （りじゅ）
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　　ヒマワリのような太陽に　両手をひろげた青空

　星くずの降る闇に　ココロをうつし出す線香花火

　　時として　スナオになれない自分を恨めしく思った夏祭り

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　もう決して戻ることはない　思い出

　でも、結局

　それでも変わらないことは

いつでも僕のそばに　きみがいること

　名大生協ニュース「Me～dia」は名大生協学生委員会が編集し、理
事会が発行しています。Me～diaは名大生協の活動・総代生協委員の
活動を組合員に伝え、意見を頂く場でもあり、また、様々な生活の知
恵などを伝える場でもあります。みなさんの意見を反映させ、よりよ
い生協にしていくために、ご意見やご感想をお待ちしております。
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