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☆

☆☆

☆

☆

・11月15日～２月12日→カタログブック15％ off

・12月１日～１月31日→LEC関連の書籍20％ off

12月17日（金）は北部・南部・医学部各書籍で「書籍15％ off」です。

冬休みに読む本を買い求める絶好のチャンスです！１日限りなのでお忘れなく。

書籍部からのお知らせ

食堂部からのお知らせ

・１月５日～１月31日→河出書房新社の単行本15％ off

・１月17日～３月11日→未来社15％ off

冬休み以降も各種フェアが続きます！（他にもありますので要チェック）

○ 12月６～ 10日の期間

　お昼の時間帯に “ロコモコフェア” を開催します。
　ロコモコとは、ご飯にハンバーグと目玉焼きをのせ
　たハワイ風丼のことです。
○ 12月 13～ 17日の期間

　クリスマスチキン料理・パスタ料理フェアを開催
○ 12月 20～ 24日の期間

　クリスマスチキン料理・冬鍋フェアを開催
　（パスタ・冬鍋は夜の時間帯の北部食堂のみ） これがロコモコです。 どんな味がするのでしょうか？

Information

今月一つ目のページ下コラムのテーマは、『サンタさん、プレゼントください。』です。サンタクロースは子どものもの、と
いうイメージは強いですが、プレゼントをもらって嬉しいのは大学生も同じ。さて、Ｍｅ～ｄｉａ編集部員はどんなプレゼ
ントが欲しいんでしょうか？（編集部）
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Ｐ 名大生協ウインターフェア
開催します

・お菓子各種やカップラーメンの特価販売

・冬物衣料をお買い得価格で販売

・乾電池やビデオ・カセット、 MD、 CD-Rを処分特価で販売

・輸入・廉価版CDを特価で販売

・手作りパンの販売

・ぜんざい、ワッフル、豚汁、焼きそば、焼き芋、おでんなどを販売

並行してパソコン＆オーディオビジュアルフェアを12月６日（月）～12月18日（土）に開催します。

文責：足立　裕太

購買部からのお知らせ

１等：プリペイドカードor図書券（２万円）

２等：プリペイドカードor図書券（１万円）

３等：プリペイドカードor図書券（５千円）

４等：プリペイドカードor図書券（千円）

５等：粗品

 ３名様

 ３名様

 10 名様

 10 名様

 30 名様

12 月１日～ 12 月 24 日
応募期間

2005 年１月 18 日
当選者発

表

みなさんふるってご応募ください！

12 月７日（火）～ 12 月 10 日（金）の４日間限定企画
期間中、北部厚生会館前の特設テントで下記の企画を行います。

購買・書籍・旅行センターで￥3,000 以
上ご購入のレシートを、専用応募用紙に
貼り付けてご応募頂くと右記の商品が当
たります。

12 月１日～ 24 日の期間中に

大抽選会開催

応募箱設
置場所

北部厚生会館 ・ 南部厚生会館 ・ 医学部購買 ・ 医学部書籍 

理系ショップ ・ 共同教育購買 ・ 大幸購買の各玄関

お気持ちだけ受け取っておきます。ありがとうございます。でもこの場合もらわなければ失礼にあたるのでしょうか。そ
ういえばサンタさんって望まなくともプレゼントをくれるのでしょうか？きっとみんなに幸せというプレゼントを無条
件に与えてくれているんだと思います。（だつ）
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学 生 委 員 会 だ よ り
☆

★

★

☆

 10月～ 11月の活動
■

10月31日に南部食堂で、2005年度新入生歓迎活動（略し
て新歓活動）のために、学生委員とコーパーさん*とで、交流
会を行いました。交流会では、新歓活動のこれからの流れを
すごろくをやりながら体験したり、去年新歓活動を行った
人に感想や体験談を話してもらったりしました。また、自分
たちが新入生だったときのことを振り返り、新歓活動に対
して持っている想いを語り合いました。この交流会を通し
て、お互いの親睦を深めることができました。

＊コーパーさん：新歓活動を手伝ってくれる人達

○

名大を受ける受験生や、入学する新入生のさまざまな不安を解消するため、また、新入生に明る
い気持ちで大学生活のスタートを切ってもらうお手伝いをするため新入生歓迎活動をやってい
ます。

○
毎週月曜日の4限後に、学生委員とコーパーさんとで

これから新歓活動をどう進めていくかについての話し
合いを行っています。自分たちが受験生や新入生たっだ
時のことを思い出して、「こんな不安があった。」とか「こ
んな企画があったらよかった。」というような意見を出
し合っています。今年度行う企画の大枠は決定しまし
た。これからは各企画の詳細について決めていく予定で
す。

▲コーパーさんとの交流会の様子

サンタさんからプレゼントをもらうには煙突がいるような♪　プレゼントとしては、車が欲しい。（セイシュウ）
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■

11月６日に、東海地域センターでパワーアップセミナーが
ありました。パワーアップセミナーには、東海地域の学生委員
が集まりました。午前の部では、学生委員同士でお互いの大学
での新入生歓迎活動の内容や持っているイメージ、通常の活
動と新入生歓迎活動の違いについて話し合いました。午後の
部では、分科会で店舗、食堂、健康安全、学びや成長、一人暮ら
しの５つのテーマに分かれて東海地域の生協職員さんを交え
て話をしました。

11月19日に経済学部推薦入試がありました。午前中は試験
会場への道案内、付き添いの保護者への対応を行いました。午
後からは、受験生向けの冊子を配布したり、相談＆おもてなし
コーナーを設置し、受験生が現役の名大生と話ができる場を
提供したりしました。冊子によって、大学生活で役に立つ情報
を提供し、おもてなしコーナーでは、お菓子やお茶、防寒対策
用のカイロを用意しました。全体的に大きなトラブルもなく、
無事に推薦入試対応を行うことができました。

○

文責：理事　竹内利樹 　

▲経済学部推薦入試対応の様子

○

理事　奥村卓大

○
11月20日に、名古屋大学環境総合館の4階の災害対策室で、
地域センター共済推進委員会がありました。そこでは、身近に
できる地震対策法を聞いたり、非常食や家具固定グッズや地
震タオルなどの地震に関する展示を見たりしました。

　

歌が上手くなるマイクを下さい。（ドラえもんの道具じゃないけど・・・）（りじゅ）
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BRAIN REVOLUTION 21
　Me～ dia10のCo-op Informationでも紹介した超頭脳派ゲーム『algo（アルゴ）』について今回は紹介したいと思い
ます☆みなさんもこのゲームを楽しみながら頭脳明晰人間になっちゃいましょう♪

…★はじめに★…

　アルゴは、算数オリンピック委員会、東京大学数学科の学生有志、そして第
一回数学オリンピック優勝者かつ大道芸人としても著名な数学者ピーター・
フランクルが共同で発明・開発したゲームです。
　ルールは簡単なのにとても奥深く、遊べば遊ぶほど集中力・記憶力・分析力
が身につき、論理的思考能力が向上します。子どもから大人まで脳のトレー
ニングに役立つ、まさに｢頭のよくなるゲーム｣なのです。一家に一つ、サーク
ルに一つと言わず、ぜひたくさん遊んでみて下さいな☆

…★「algo」とは？★…

アルゴの基本ルールは簡単☆０～ 11までの12枚のカードが、黒・白それ
ぞれ１つずつ、つまり計24枚あります。持ち札を裏向き（数字が見えない向
き）に並べ、相手のカードを当てて表にしていくのです。全部当てて表にして
しまえば勝ちです♪
持ち札は、自分から見て左から小さい順に並べていきます。そして、白と黒
のカードで同じ数字がある場合は、「黒の方が小さい」とします。最初は当て
ずっぽうになりますが、ゲームが進んでいくにつれてヒントが増えていき、
だんだんと推理するのが面白くなってきます。

…★基本ルール★…

小 大

では手始めに、右の状況で裏向きになってる相手の
カードの数字を推理してみて下さい☆「難しいっ！」っ
て思ったら、右ページの“推理のコツ”を見てみてね☆
※解答は右ページ左下です♪

ooo やってみよう！ ooo

山

※自分のカード

※相手のカード

えねるぎぃを大量に下さい。そうしたらきっとすごく幸せ。（みっくす）
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さて、長々とアルゴを紹介してきましたが、実はこんなものが存在しています。
公式HP：http://members.jcom.home.ne.jp/algo-j/
ここにも、ルールや、やってみた人の声などが載っています。

　さらに、読売テレビで、携帯電話連動番組「ケータイ生バトル　アルゴの戦士」が関西・中京地区で放映されました。
視聴者が生放送中に携帯サイトにアクセスすることでゲームに参加できるというもので、携帯電話と連動して、アル
ゴが楽しめる企画となっていました♪
参照HP：http://www.ytv.co.jp/algo/
また、学研の雑誌『科学』（１～６年生）誌面上でもアルゴの特集が組まれるなど、世の中で関心がかなり高まりつつ
あるゲームなのです。

着々と知名度と人気を上げつつあるこのアルゴ。この機会に、ぜひ一度やってみてはどうでしょうか？名大生のプラ
イドくすぐる奥ゆかしいゲームをどしどし広めていきましょう★

文責：ゆぅ

…★おすすめポイント★…

…★おわりに★…

…★広まるalgo...★…

駆け引きが
面白い！

一手や一言によって
大きく形勢が変わる！

人の言葉の端から
その人の持ってるカードを

推理できる！

記憶力に推理力…
頭フル回転！

※自分のカード

大 小
※相手のカード

例えば、上のような場合だと、裏向きのカード「？」を確
実に当てることができます♪
「２」と「５」にはさまれた「？」は、「３」「４」しかありませ
ん。自分が「４」を持っているので、「？」は「３」と決まりま
す☆

ooo 推理のコツ ooo

山

答え：左から、０，２，３です♪

時間とお金と単位を下さい。（のん）
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年末といったら大掃除です。それは一年の間に溜まった汚れを落として気持ちよく新年を迎える行事。
普段掃除をしない人にとっては自分の部屋をキレイにする数少ないチャンスです。さて、突然です

が質問です。以下の項目の中で、自分の部屋の状況にあてはまるもの、自分が共感できる意見に全てチェックを
入れて下さい。

□帰ってきてドアを開けると異臭がする
□テレビや机の上にホコリが溜まって白くなっている
□最近布団を干していない
□掃除機を持っていない
□服を吊す所が足りないので、適当な所にぶら下げたり置いたりしている
□モノが散らかっていて床の半分以上が見えない
□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かまわない
□本は棚に並べるよりその辺に置いておいたほうが便利だと思う
□掃除はこまめにするより、極限まで汚れてからまとめてやった方が効率が良いと思う

いかがでしたか？上の表で6つ以上チェックが付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。確かに手の届く範囲(そ

の辺の床など)に本やモノが置いてあるほうが便利です。読んだ後、本を棚
に収納するのが面倒な気持ちも分かります。実際に筆者の部屋も床や机の
上に本が平積みしてあります。しかし部屋があまりに汚い状況だと「ウチ
汚くてとても人を呼べないよ」と遊びに来る友人を丁重に断らなければい
けません。

さらに困ったことに、定期的に部屋の掃除をしていないとホコリがど
んどん堆積していきます。このホコリはダニやカビの発生やアレル

ギーの原因になり、あなたの健康を害する恐れがあります。部屋を掃除す
ることは衛生面上重要なことなのです。

ということでこのコーナーでは、「部屋が汚くてどうしようもない！掃
除機も無い！掃除っていっても何をすればいいのか分からない！」

という状況でも、｢とりあえずこうすれば部屋がキレイになっていくよ｣
という掃除のエッセンス的な事を紹介します。「ウチは自宅生だしそんな
に部屋は汚くないよ」という方も、適宜参考にしていただければ幸いです。

大掃除指南大掃除指南大掃除指南とりあ
えず部

屋をキ
レイ

にした
い人の

ための

▲足元に大量の本やら紙やら
洗濯物が…。床の面積の大半が
モノに覆われて足の踏み場が
無い状況。掃除するにもどこか
ら手をつけたらよいのやら。

今読みたいと思っている漫画一式を！あ～、でもそれを置くスペースも欲しいです。あとは…速読の技術？読むのが
とっても遅いから、読みきるのに相当時間かかりそう。（にゃっこ）
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■準備 掃除をするのに最低限必要な物(掃除の友)を紹介します。

名古屋市のゴミ袋（各種）
　掃除をすると大量に出るゴミ。一
気にまとめて捨ててしまいたいと
ころですが、ちゃんとゴミの分別を
してから捨てましょう。環境を考え
る名古屋市民としてごみ分別は必
須です。

マスク
　掃除中は大量のホコリが飛び散り
ます。これらは吸い込むと有害なの
で、必ずマスクを着用するようにし
ましょう。

ローラー・ガムテープ
　カーペットのホコリや髪の毛を
取り除くのに便利です。ガムテープ
でおまかにホコリを取って、ロー
ラーで仕上げをするのがいいと思
います。ただし、フローリング掃除
には不向きです。

雑巾・モップ
　ホコリや汚れを取り除きます。机
の上→水拭き、テレビの上→乾拭き
などのように、モノに応じてうまく
道具を使い分けましょう。

友達　
　一人で掃除をするのは寂しいの
で、助っ人を呼んでみるのも良いか
もしれません。ただし、汚い部屋を見
られても平気で、チームワークのよ
い人を相方に選びましょう。

精神力　
　やはり掃除に一番必要なのは、懐
かしいモノや面白いモノが発掘さ
れても『今は掃除をする時だ！』と
邪念を振り切る強靱な精神力です。
目的を見失ってはいけません。

Step1
　とりあえず初めに窓を全開にしましょう。そしてドアも開けて空気の流
れを確保しましょう。ここで部屋の中に吹いている風の向きが、「ドア→窓」
なのか「窓→ドア」なのかを調べ、風上はどっちかを確認します。掃除の鉄則
は「風上→風下」、「高いところ→低いところ」です。掃除の順序はホコリが飛
んでいく方向によって決定されるのです。

■本番 それでは実際に気合いを入れて大掃除を始めていきましょう。

Step1

サンタクロース…もらうなら、お金では買えないものがいいですよね。お金で買えないもの…時間、かけがえのない思い
出、色々ありますが…………。やっぱり一番は、サンタクロースの髭ー！その白くてフワフワの髭をー！（みつを）
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Step3
　大学生の部屋に散らかっているモノといったら、恐らく大半は教科書・
雑誌・プリント・レポート等の紙類だと思います。ここでとりあえず、この
大量の紙類を「必要か、不要か」で大きく分別しましょう。基本的に重要書
類以外は躊躇無く「不要」と判断してください。紙はくしゃくしゃに丸める
とゴミ袋に入りにくくなるのでなるべく丸めないようにしましょう。ま
た、書類を捨てるときには個人情報の流出に注意が必要です。雑誌類は古
紙回収に出してリサイクルへ。そして余裕のある人は紙を使用頻度・種類
別にファイリングしましょう。南部食堂の前などで配っているクリアファ
イルや、大きな封筒を利用すると便利です。

Step2
　次に、とりあえず部屋の風上側に立ちましょう。そして作業用のスペースを確保しましょう。ここから「床に置い
てあるモノをどける」→「床のゴミを取る」→…という順番で、次第に風下に向かって掃除を進めて行きます。

▲部屋の隅(風上)にスペース
を設けます

▲散らかっているモノを拾っ
てホコリを払って、まとめて、
整理して…

▲こうして徐々に風下に向　
かって進出していきます

→ →モノ

■コラム  収納の工夫

　CD、MD、雑誌、文庫本なども、使用頻度別に整理して保存しましょう。よく使うモノは取り出しやすい所
に置く。ほとんど使わないと思うモノは取り出しやすくなくていい場所か、誰かにあげるか、実家に送って
しまいましょう。この時、余っている空き箱や市販の収納グッズを使うと見た目も良いし便利です。
　

▲とにかく要らないモノ
は捨ててしまいましょう。
そして使用頻度に応じて
整理します。

Step2

Step3

　プリント類→書類ケース、ペン・クリップなどの小物→小さい箱のように、種類・サイズ別でひと
まとめにしましょう。箱に収納すると上に積んでいけるのでスペースを有効に使うことができます。

書類ケース

今、本当に欲しいものがあります。経済の建物早く下さい。くれたら経済のみんなにあげます。クリスマスにもらえたら
一回くらい新しい建物でも授業が受けれらるかもー。（がさ）
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Step4
　掃除が一段落したら、とりあえずもう一度部屋全体を見渡してみましょう。次第に片づいて行く部屋の様子を見
て「自分の部屋はこんなに広かったのかぁ」と感動的な気分になると思います。そして「ここまでくると、なんだか
徹底的にキレイにしてみたくなるよね」という気分になってくると思います。せっかくなので、とりあえず普段掃
除をしないところもついでに掃除してしまいましょう。

掃除が終了しました。お疲れ様でした。こうしてみると、掃除は結構体力を使うなぁということが実感できると
思います。でもひょっとしたら、普段からこまめに整頓をしていたほうが結果的に楽なんじゃないかという

気がしてきませんか？どちらが楽かは各自の判断にお任せしますが、とにかく年末は大掃除をして部屋をきれい
にしましょう。そしてさらに余裕のある人は、家具を固定するなどの地震対策もしてみましょう。

・トイレの便器周り 
・網戸
・照明
・エアコンのフィルター
・冷蔵庫の中
・玄関
・窓ガラス
・窓の桟

・換気扇
・レンジの中
・カーテンの洗濯
・電源ケーブルまわり
・テレビの画面
・箪笥の中
・流しの下
・風呂の水垢

普段掃除をしないところ(例)

■コラムその１　油汚れの対処法

　調理中に飛び散った油は、時間が経つと固まってこびりついてしまいま
す。固くなってしまった油汚れは割り箸を使って削り取りましょう。このと
きあまり力を入れすぎて本体に傷をつけないように注意しましょう。
　ある程度大まかに汚れを取ったら、大きめのゴミ袋の中にお湯を入れ、酸
素系漂白剤と台所用洗剤を溶かして、つけ置き洗いをしましょう。このとき
安全のためゴム手袋を着用しましょう。汚れが浮いてきたら要らない歯ブ
ラシなどでこすって汚れを落とし、よく乾燥させます。

文責　ジュンヤ　　　Special Thanks くみ

Step4

■コラムその２　住人として

　そもそも一人暮らしをしているみなさんは大家さんから部屋を借りてい
る以上、部屋を管理してキレイに保つ義務があります。「住まわせてもらっ
てありがとー」という気持ちを忘れずに生活をしましょう。

▲油汚れは時間がたつ
と固まってしまいま
す。特に壁に付いた汚
れは落とすのが困難な
ので、こまめに掃除し
た方がいいです。

お金では買えないものを下さい。（むらまさ）
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Ｍｅ～ｄｉａ 12　かぜ注意報発令中

12

かぜ注意報発令中
12月になり、だんだん寒くなってきました。「こたつむり」になって抵抗力を低下させないよう

に、適度に運動して風邪をひかないようにしましょう。ここでは風邪の予防の仕方、早く風邪を治

す方法を紹介します。自分に合う方法を見つけたり考えたりして実行してみてくださいね。

Case1．
熱はあまりなくてものどが痛かったり、

鼻水がでる。

→風邪にかかっている可能性がありま

す。安静に寝て治すことが可能です。

Case2.
熱が高く、なぜか筋肉痛になったなどの

症状がある。

→インフルエンザにかかっている可能

性があります。放置していると重症になる

かもしれないので、病院に行きましょう。

風邪とインフルエンザの違い

　なぜ、かぜやインフルエンザは冬に流行するのでしょうか？それは、寒

さと乾燥に強く、暑さと湿気に弱いインフルエンザウイルスにとって、冬

は最も活発になれる季節だからです。

かぜの予防のために、暖かく、かつ湿度を保ち、抵抗力をつけましょう。

１　ウイルスをもらわない、うつさない！
　・手洗い、うがいをこまめにしましょう。

　・部屋の乾燥を防ぎましょう。

　・部屋の換気を忘れずにしましょう。

２　体に抵抗力をつけよう！
　・バランスのとれた食事を３食きちんととりましょう。

　・睡眠を十分とりましょう。

　・過度の厚着を避け、適度な運動をするよう心がけましょう。

名古屋の冬の特徴

名古屋の夏はとても蒸し暑いで

すが、冬は冬でそれなりに寒く、雪

も時々降ります。

症状：のどが乾燥した感じがする。のどが痛い。鼻がむずむずする。くしゃ 

 み・咳・鼻水が出る。

　熱：そんなに高くならない。高くても37度くらい。

感染：まわりに風邪をひいた人がいると、間接的に感染する。

症状：顔が赤い。目が充血する。寒気・頭痛がする。のどが痛い。筋肉痛・関節 

 痛・食欲不振・嘔吐などがある。

　熱：39度以上になる。2～ 4日で下がり、咳以外の症状は軽くなるが、ま 

 た上がる。

感染：インフルエンザウイルスは空気中に長時間生存できるので、ウイル 

 スがいる空気を吸い込むだけで感染する。

風邪

インフルエンザ

12月  1月　2月　3月　4月

6.7　4.3　4.7　8.2　14.1

まずは

予防のしかた

8.4　5.8　6.1　8.9　14.4

8.3　5.8　5.9　9.0　14.8

名古屋

東京

大阪

各都市の平年気温（℃）

私に強い運命とゆるぎない幸せと永遠の友を下さい。（ゆう）
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暖かく、湿度を保ってウィルスが弱くなる環境を作りましょう。ただし、で

きるだけ電気器具に頼らずに暖かくしましょう。

＊暖房
エアコン・ストーブ・こたつなどなど。熱が逃げないように、カーペットを敷くのも

オススメです。

頭部は温度が上がりあたたまると眠気を生じ、末端である足部は冷えやすくなっ

ています。なので、頭を冷やし、足をあたためる「頭寒足熱」がよいと昔からいわれて

います。電気カーペット・こたつ・足浴などで足をあたためましょう。

室温が25度以上になると寒さへの抵抗力が小さくなるので、温度設定は低めにし

ておきましょう。

換気をしたり、乾燥させないように濡れタオルを干すなど工夫しましょう。

いくらウィルスが弱くなる環境をつくっても、本人に抵抗力がないと意味

がありません。そこで、運動不足度チェック！右の８つの項目で当てはまる

ものはいくつありますか？結果はこちら！（目安です。）

7 ～ 8個当てはまる人→あなたはかなりの運動不足です 

6 ～ 4個当てはまる人→運動不足の傾向あり、要注意

3以下の人　　　　　→あなたはまだ大丈夫

運動を始める時、最初に陥る間違いはそのやりかたと運動量です。急激な

運動をすることによる不調があなたの体を襲うかもしれません。大切なの

は、毎日続けることです。

～簡単トレーニング～
＊立ったまま靴下をはく。

＊歯みがきは必ず片足立ち。

＊普段よく使うティッシュは高い所に置き、手を思いきり伸ばさなくては取れな 

 いようにしておくと、取るたびに肩のストレッチ運動ができます。

日常生活でもちょっと工夫をするとトレーニングできます。楽をすること

ばかり考えてはいけないってことですね。

＊服で工夫
ぶ厚いセーターを１枚着るより、薄くて軽い下着やインナーを何枚か重ねたほう

が、空気の層を何重にも着ることになるのであたたかくなります。足元を暖かくする

ような服装に心がけるといいですね。

＊首を守る
体で一番冷えに敏感な場所は「首」です。首を温めるといえば、マフラー。マフラー

を巻くとき、外に出てからではなく室内で巻き、隙間をできるだけ作らないようにす

るといいそうです。

寒さ対策！

電車やバスに乗ると必ず空
いた席を探す。
休日は家でゴロゴロしてい

ることが好きだ。
風呂掃除をすると息切れす

る。
2階の講義室に行くのにも

階段を使わずエレベーターを
使う。
立ったり座ったりするとき

思わず「よいしょ」などと声を
出す。
出来ることなら毎日でも肩

を揉んでもらいたい。
歩いて15分以上かかる距離

は乗り物を利用する。
私は風邪をひきやすいタイ

プだ。

丈夫になろう！

□

□

□

□

□

□

□

□

★☆運動不足度チェック☆★

「足浴」のすすめ
１．洗面器に足首が隠れるま

でお湯を張り、椅子に腰かけ

た状態で両足をつける。

※湯の温度は寝る直前ならぬるめ、寝

る１時間以上前ならちょっと熱めが目

安です。

２．足先が温まり、からだがほんのり

汗ばんでくるまで続けましょう。

３．最後に足に冷水をか

けます。とても冷たく感

じるので、工夫して足を

冷ましましょう。

首元は

あったかく

手もガード
実は5枚

　着ている

頭には帽子

暖かい服装で冬を乗り切るの図

たまごっち。また流行るのかなぁ。。。（すの）
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１．安静にして、休養をとりましょう。

２．睡眠不足は一番の大敵ですから、　睡眠を十分にとることが大切です。

３．水分を十分に補給しましょう。お茶・ジュース・スープ・お味噌汁など何 

 でもOK。

とにかく安静に。夜更かしを控えて、野菜などを栄養のあるものをしっかり摂りま

しょう。水分補給は、栄養が摂れるという意味で、スポーツドリンクがいいです。

風邪・インフルエンザにかかったら

★睡眠
→家でおとなしく寝ましょう。睡眠には、体力回復の効果があります。

★栄養補給
→買い物に行くのが大変だと思いますが、ちゃんと食べましょう。次ペー

ジもぜひ参考にしてください♪

★水分補給
→風邪をひくと汗をかくので、水分補給をしましょう。ポカリスエットな

どのスポーツ飲料は栄養分も補給できるので、一石二鳥です。

★換気しよう
→冬に窓を開けるのは寒くていやですが、１時間に１回くらいの目安で換

気をすることをおすすめします。

★湿度を保つ
→スチームを加湿器の代用にするなどして、湿度を保ちましょう。ベッド

の近くに濡れタオルをかけたり、水を入れたコップを近くに置くことも有

効です。

★治療をうけよう
→特に、インフルエンザの場合は病院に行って治療をうけましょう。ほけ

かんも活用しよう。家に薬も常備しておくといいです。

一人暮らし小話２：
『意中の人が風邪をひいたら…』

 
★寂しくさせない。

　相手が大学を休んでいて一人暮らしなら、きっ

と寂しくしているので、メールをしてみるとい

いかも？

★口実をつけて行く。

　かぜをひいていると、ご飯を作るのが面倒で

す。ご飯を作りに行ったり、果物・デザートを

持って行くなどするといい

かも？

※好感度が上がるかどうかは…。

風邪 安静・充分な睡眠・水分補給！

一人暮らしでかぜになったら一人暮らし小話１：『寂しい。』

　一人暮らしの人が風邪をひい

た時、体温計・風邪薬・栄養などが

必要だと思います。

　体調を早く治すため

に大学をお休みするこ

ともよいでしょう。し

かし、1 日中話し相手

もいないので、とにか

く寂しいです。友達に

インフルエンザ
１．風邪の場合の１～３と同じ対策をしましょう。

２．乾燥はインフルエンザウイルスが増えるのに最適な条件です。部屋の 

 湿度を保ちましょう。

３．軽く考えず、早めに医療機関で受診して、治療を受けましょう。 できれ 

 ば予防接種を受けることをお薦めします。

だるい・吐き気がする・関節が痛いといった症状があるなら、インフルエンザを

疑って、病院に一度行ってみましょう。

インフルエンザだと思ったら病院へ！

１．保健管理室（ほけかん）
　名古屋大学の理系地区にあります。健康診

断でお世話になった人も多いはず。

　ほけかんでは、無償で診察してくれて、さ

らに何日分かの薬をくれます。せっかくなの

で利用しましょう。ただし、診察時間は授業

中である場合が多いので、注意が必要です。

２．医者どこ .net　
（http://www.isyadoko.net/）

お医者さんに行こうとした時に「近くのお

医者さんってどこかなぁ？」と悩んだ事はな

いですか？「医者どこ.net」はその名前から

もわかる通り「お医者さんが何処（どこ）にあ

るか？」を探すサイトです。お医者さん探しに

特化したからこそ可能な簡単な操作（ステッ

プ）で探したいお医者さんが見つかります。

治療してくれるところを探そう

字がきれいに書ける文房具一式を下さい。（むー）
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文責：くみ　

冬休みにはクリスマス・年末年始などのイベントがもりだくさんなので、風邪をひいて外に行

けないといったことがないように予防をしっかりしていきましょう。

それでは、よいお年を。

おばあちゃんの知恵袋
　

　風邪に対する知恵って結構ありま

すね。実践してみるのもいいかも

…？？もし、効くものがあったらア

ンケートで教えてください♪

・ねぎを首にまく。
・うめぼしをおでこにはる。
・汗をとるために、タオルを背
中に入れる。
・梅干しを焼いたものを緑茶に
入れる。

食べて予防しよう！

かぜに効きそうな食べ物

風邪かな？
と思ったら

のどが
痛いときに
おすすめ

熱を
下げたい 
とき

全体的に
いいもの

なし・りんご

…喉の渇き

 を癒す

シソの葉

…寒気や熱に効果的

うめ…解熱作用

はっか…発汗させて熱をさげる

卵

…消化がよく栄養 

 豊富

にら

…胃腸が弱ったと 

 きに

みかん…咳と痰を 

 止める

　→食べ過ぎると、 

 逆にせき・痰を促す

葛湯…風邪のひきはじめに だいこん…のどの痛みや咳に

 きんかん…のどにいい

 しょうが…咳と痰切りに

かぜに効きそうなもの

かぜをひいたときに薬を飲もうとしても、何かを食べたあとでなくてはい

けないし、栄養もつけなければ治りません。ということで、簡単に作れそうな

料理を紹介します。

おかゆ
かぜを引いたときの定番料理、おかゆ。料理をするのが面倒なときでもご飯を炊け

ば（または冷凍ご飯を解凍すれば）すぐ作れます。具は、上のものを参考にすると、ね

ぎ・卵・梅干しなどがよさそうですね。

最近の炊飯器にはおかゆ機能付のものもあるそうです。ちょっとうらやましいで

す。

コンビニで買えるもの
＊おかゆに使えるもの→卵・梅干なども買えます。お弁当を買うときは消化の良さそうなものを。

＊便利なもの→生姜湯・お湯を入れると作れるスープ類

＊その他→スポーツ飲料・おいしそうなゼリー・熱があるときにありがたいアイスクリーム

ねぎ…体を暖めます

朝起きたら自宅に地下室(音楽練習用)ができてたらいいなぁ。（ジュンヤ）
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第７回

■Shop data－お店情報

こんにちは！！だんだんと寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか？そろそろ
こたつが欲しくなる時期ですね。
今回でイートナビも連載１年と２ヶ月。名大に残っている食堂もあとわずかです。
今回は、北部食堂の隣にあるおしゃれな和風食堂、ゆ～どんです。新人リポーターが突撃取

材をしてきました。

▼　店　　名　：　ゆ～どん
▼　形　　式　：　カフェテリア形式（和風中心メニュー）
▼　営業時間　：　平日　11:00～14:00
 土日　閉店

お昼時、北部食堂に並ぶ長い行列。その行列をかきわけて、北部食堂の裏に
行くと、出口の階段にも人が並んでいます。実はこの行列、ゆ～どんの行列な
んです。店内に入ると、北部基本食堂とはちょっと雰囲気が変わって、和風な
レイアウトがひろがります。天井には、折れ線状に蛍光灯が配置されていた
りと、とってもおしゃれ。

メニューは、他の食堂と違って、「そば」「うどん」「丼もの」「おにぎり」など
和風なメニューに統一。サイドメニューにはうれしい63円サラダや、てんぷ
ら等の揚げ物など。値段は他の食堂よりちょっぴり高め。

▲　ゆ～どんのお昼時の様子

他のカフェテリア形式の食堂よりは、メニューの数が少ないですが、ゆーど
んでしか食べられないメニューも盛りだくさんです。いつもは他のカフェテリ
ア形式の食堂や、基本食堂で食べているみなさん、たまには趣向を変えてゆ～
どんもいかが？

▲　お店の看板

あたたかい服と、あたたかい食事がほしいです。ついでに、ノートパソコンほしいです。（くみ）
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■Tencho file－生協食堂界のヨン様

■Interview with Tencho－インタビューしてきました。

こんにちは。イートNavi!
見習いレポーターのセイ
シュウです。初めに店長
の名前を教えていただけ
ますか？
ゆーどんと北部の麺コー
ナーの店長をしている大
崎です。
よろしくお願いします。 

普段は、うどんの売り上
げが５割で人気です。夏
になると、ざるそばの売
り上げが７割になりまし
た。

セイシュウ：
（以下セイ）

大崎：

セイ：

前任者のスタイルを引き
継ぎました。ゆーどんの
前の店では、寿司と和麺
を提供している店で、和
麺を扱う店がその一つで
ありました。また、利用
者、教職員が和麺を望ん
でいたので、カフェテリ
ア形式で発足しました。

業者、専務、利用者の意見
を組み込んで和麺っぽく、

声カード自体少ないで
す。その中では、パート
さんの対応が親切、とい
う声カードが多いです。

パートさんが力を入れて
いる手作りのかつ重で
す。

 かつ重です。

フレンドリィ南部のうど
んはよくわかりません。
どっちもおいしいものを
だそう、ということで
す。

忙しい中、取材に答えてくださいました。店長の抱負として
は、職場みんなが仲良くできる職場を大切にし、利用者の立場
を考える職員を目指しているそうです。ヨン様（笑）と呼んで欲
しいそうなので、見かけたら呼んであげてください。

Qｰどうしてゆーどんは和風なので

すか？

Qｰ店内のレイアウトのコンセプト

は？

大崎：

大崎：

Q-どんな声カードが多いですか？

大崎：

Q-ゆーどんのこだわりは？

Q-おすすめのメニューは？

Q-きしめん、うどん、そば、どれ
が人気ですか？

大崎：

大崎：

大崎：

Ｑ-フレンドリィ南部のうどんと
どう違うのですか？

大崎：

Q-利用者に一言お願いします。

大崎：

セイ：

これからもゆーどんを愛
してください。これから
営業時間を延ばしていく
（夏休み、春休みも営業
したり、夜も営業した
い）予定なので利用して
ください。

ありがとうございまし
た。

ということでそうなりま
した。

Ｍｅ～ｄｉａ 12 　moo × 2 の名大生協イート Navi ！

ゴォーン…。大晦日の夜、荘重に鳴り響く除夜の鐘。百八つの煩悩を取り払うためにならされます。げに人の煩悩はつき
ぬもの。どこまでもつきまとい頭を悩ませる、Ｍｅ～ｄｉａ編集部員が取り払いたい煩悩とは？（編集部）
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■What is "KYOUnoCHUUSHOKU"? －「今日の昼食」とは？
「今日の昼食」とは、ナビ隊長むーとナビ隊員達が、自分たちのお薦めお昼ご飯を食べて昼ご飯を紹介する昼時

名大生食堂日記である。食堂大好きみんなのお昼ご飯をとくとご覧あれ！

■Today's menber －今日のメンバー

ボリューム ☆☆☆☆☆
お得度 ☆☆☆☆
栄養バランス ☆☆☆☆

ボリューム ☆☆☆☆☆
お得度 ☆☆☆☆
栄養バランス ☆☆

MENU

店長おすすめメニューだけあっ
て、ボリュームがあり、味もグッド。

かつ重 441円

　最近、不覚にも購買のお弁当ばか
りだったナビ隊長。今回の取材が
久々の食堂。「ゆーどん」というこ
とで、丼ものを食べようと思ってい
たナビ隊長が、まず目についたのが
「鶏のそぼろとろろ丼」何とも和風
な組み合わせに惹かれこれをチョイ
ス。そして最近健康に気遣い、購買
の105円サラダが大好きなナビ隊長
は迷わず、84円のサラダもチョイ

ス。名付けて「むー流ヘルシーとろ
ろそぼろセット」。
　甘辛い鶏のそぼろが、あったかご
飯と一緒にとろろの波に乗ってつる
りと口の中に入ってきて、鶏とたれ
のうまみが口の中いっぱいに入っ
てきます。あわせのサラダは84円
と、とってもリーズナブルで結構ボ
リュームもあり、栄養バランスは
ばっちり。他のナビ隊員のことは目
にもくれず、久々の食堂を満喫しま
した。（むー）

高級感がただよう器に入ってい
て、見た目もすばらしい。

ゆ～『どん』、という名前で和麺類
だけ頼まずに、かつ重も是非ご賞味
あれ。（せいしゅう）

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。おいしい物に目がない
せいしゅう （経１男）まじめな好青年。今回はレポーターとして店長さんと熱く語った。
みっくす （工１女）元気いっぱい、いつも明るいナビ隊のムードメーカー。
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

合計 441円

ヘルシー鶏そぼろセット
むー流

鶏のとろろそぼろ丼 380円
サラダ 84円

合計 464円

MENU

かつ重
店長おすすめ

ギャグを連発するために、常に同音異義語を検索する脳内ネットワーク、その思考自体が煩悩です。「綺語」という煩悩だ
そうです。でもこれを取り払ったら僕に何が残るのだろう・・・鐘の音を聞かねぇようにしなきゃ。みなさん12月31日には
味噌を用意しましょう。そして味噌を指さして「おお、味噌か！」と言えば完璧です。（だつ）

16-19_イートナビ完成-修正20041201.indd   18 2004/12/01   16:33:00



19

文責：むー

次回は再び特集記

事の予定です

お楽しみに。

あなたのお昼ご飯大募集！の終了のお知らせ。

今回であなたのお昼ご飯大募集～読者のアンケートのコーナーを終了し
ます。たくさんのご応募ありがとうございました。

ボリューム ☆☆☆☆
お得度 ☆☆☆☆☆
栄養バランス ☆☆☆☆☆

MENU

ボリューム ☆☆☆☆☆
お得度 ☆☆☆☆☆
栄養バランス ☆☆☆

MENU

あなたのお昼ご飯大募集～読者からのアンケート～

うどん 200円
しそ梅おにぎり 84円
からあげ 63円
れんこんの天ぷら 32円
合計 379円

“体によさそう。値段が安い。言う
こと無し♪”

みっくすが選んだのは、小ライス
といくつかの、ゆ～どんのサイドメ
ニュー。ゆ～どんではこんな選び方
もできます。

煮物の汁にとろみがついているの
がポイント。単品の総菜をそろえる
と栄養バランスもよくなりgood.

（みっくす）

うどんを楽しむための３箇条セット
だつ流

みっくす流

サラダ 84円
小ライス 63円
煮物 84円
惣菜（なす） 63円
合計 294円

健康的和食セット

○普通のうどん （理学部２年エイトセンシズさん）
○きしめん…とか？ （工学部３年Ｔ＠Ｋさん）
○ミニ丼がお得です。 （工学部３年ゆんぼーさん）

今回は３通でした。北部ということで、ゆ～どんには一年生は行ったことが無い人が
結構多いようです。

いかがでしたか？北部基本食堂と違って、和風な雰囲気を楽しめるゆ～どん。さらに定食形
式ではないので、安く済ませたりもできます。いつもは基本食堂行っているみなさんも、た
まには、気分を変えてゆ～どんを利用してみてください。

その壱→歯ごたえの違いを楽しむた
めに野菜の天ぷらを添えるべし
その弐→つゆにコクを加えるために
肉類を放り込むべし
その参→最後に飯をつゆで流し込む
べし
以上うどんを楽しむための３箇条と
心得るべし。（だつ）

　ナビ隊員だつ、今日はうどんを食
べに来ました。こだわりのある彼の
うどんを楽しむための３箇条を紹介
します。

Ｍｅ～ｄｉａ 12　 moo × 2 の名大生協イート Navi ！

世の中のことを考えること。（セーシュウ）
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ショッカータイムス

～冬本番！魚特集！～

　最近ますます寒くなってきましたね。風邪などひかないように、ちゃんと手洗いうがいを
しっかりして体温調節にはしっかり気を配りましょう。

さて、今回の特集は魚についてです。さまざまな種類の魚がありますが、これらそれぞれに個性
的な特色があるものです。魚には私たちの体を健康に保つ上で欠くことのできない栄養素がいっ
ぱい含まれています。それでは、以下それぞれの栄養素について見ていきましょう！

第２７回

第一章　特集ページ

☆各栄養素を豊富に含んでいる魚たち☆

テスト、宿題、レポート、勉強から逃げようとする気持ち。（りじゅ）

Ｍｅ～ｄｉａ 12　ショッカータイムス

高度不飽和脂肪酸。血栓を防ぎ、コレステロールの低
下に効果的。

※マイワシ・サバ・サンマなど

視力回復 、強心作用 、不整脈の改善 、貧血予防に効果
がある。 

※イカ・マダコ・サザエ・カキなど

皮膚や目、口腔、消化管、気管などの粘膜維持 

※ウナギ・ホタルイカ・ギンダラ・アナゴ・イワシなど

知覚機能の維持、脚気の予防 などの働きがある。

造血、貧血防止に効果がある。

※シジミ・ホッキガイ・アサリ・カツオ・イワシなど

主に体の発育を促す効果がある。

※マイワシ・ウナギ・ブリ・マガレイなど

お肌によい。口内炎、肌荒れなどに効く。

※サワラ・マサバ・マグロ・ブリなど

体の肉や血などをつくる栄養素。体のいろいろな組織
を構成し、エネルギー源にもなる。

※マサバ・サケ・ブリ・クロマグロ赤身・カツオなど

カルシウム、リンの吸収を促す効果がある。

※サンマ・サケ・ニシン・カツオなど

※サケ・ブリ・カツオ・ウナギなど
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●

●

●鮭のムニエル（２人分）

Ｍｅ～ｄｉａ １２　ショッカータイムス

●ブリの照り焼き（２人分）
①　　ブリ２切れを、醤油、酒、みりん各大さじ１、
　　おろし生姜少々を混ぜたタレに漬込みま　　
　す。
②　フライパンでブリの両面を焼き、最後にタレを
　　　絡めます。

①　鮭２切れをビニール袋にいれ、小麦粉大さじ１　
　　を入れてまぶし、フライパンで両面を焼きます。
②　ゆで卵１個、玉ねぎ1/4個をみじん切りにして、　
　　マヨネーズ、乾燥パセリを加えて混ぜ、塩、こしょう、
レモン汁少々で味を調え、タルタル風ソースを作ります。
③　②で作ったタルタル風ソースを①にかけて完成で 
 す。

成年になったからと言って、調子に乗ってお酒を
飲んでいませんか？つきあいだからと言って飲み過
ぎていませんか？飲み過ぎはいけませんが、どうし
ても飲み過ぎたときには以下の魚がよく効きます。

魚に多く含まれる「不飽和脂肪酸」 はコレステ
ロールを下げる作用があります。肉ばかり食べてい
る人は、以下の魚を食べるようにして下さい。ただ
し、食べ過ぎは禁物です。過ぎたるは及ばざるがご
とし…。

夜更かしして読書やパソコンをしていませんか？

目の疲れは肩こりなども誘発しますので、充分な休

憩を取ることももちろんですが、以下の魚を摂って

みましょう。 若年でなくても罹ってしまう成人病。血糖値や血
圧が高めの方は要注意。普段から運動を心がけるの
はもちろんのこと、食事にも気をつけてみましょ
う。以下の魚が効きますよ。

体内の鉄分の不足などから起こる貧血。ダイエッ
トをすると、発症しやすくなるようです。ダイエット
するのも良いですが、やりすぎは絶対禁物。鉄分を多
く含む魚を摂って、貧血の予防をしましょう。

●

●

●

※鰤と言えば冬が旬！いまのうちに、美味しい鰤
を楽しめるだけ楽しみましょう！

えねるぎぃをほしがるココロ。これさえなかったらもっとゆったり過ごせるはずなのにー。（みっくす）
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第二章　料理魂

プリン（10個分の材料）

1． 鍋に牛乳、砂糖、塩を入れ、砂糖が溶ける程度まで熱する。
2． ボールに卵を割り入れ、箸数本で泡立てないように混ぜる。
3． 2のボールに1を加えて混ぜてからこし、バニラエッセンスを加える。
4． 型に8分目まで注ぐ。
5. 蒸し器に並べて、弱火で20分くらい蒸す。

人見知り。（のん）

Ｍｅ～ｄｉａ 12　ショッカータイムス

卵
砂糖
塩
バニラエッセンス

牛乳

4個
30グラム
1つまみ

小さじ1
3カップ

１．小鍋に砂糖を入れて火にかける。
２.砂糖が溶けて茶色に色づいたら火を止め、熱湯を一気に注ぐ。
３.少し煮詰め、型に10等分して注ぐ。
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　●キャラメルソースは焦げやすいので、常に注意を払う。

　　( 市販のプリンのキャラメルソースのような色にまでなると非常に苦い。)

　●卵は泡立ててしまうと凝固力が低下してしまうので、混ぜるときは静かにつまむように混ぜ

　　るとよい。

　●蒸すときは“す”が立たないように弱火で蒸す。

　●温かいプリンも普段の物とひと味違い、良いかも知れないがやはり冷たいのが一番！冷蔵庫

　　で十分に冷やしましょう。

　●型から出にくい場合は皿と型をくっつけて振ると取れやすい。

　●生クリームなどで自分なりのデコレーションをして楽しみましょう！

煩悩…煩悩…。ないような気もするけど、本当はたくさんあるような気もする…。よくわかりません。（にゃっこ）

Ｍｅ～ｄｉａ １2　ショッカータイムス

23
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 頭翔智閃
　こんにちは。みなさんの脳をほどよくマッサージする『頭翔智閃』のページです。

　前回から、クイズ＆パズルの全問正解者から抽選で 1 名の方に

1000 円分の図書券をプレゼントすることになりました！

　アンケートの回答欄に答えを書いて送って下さい。クイズを解いて楽しんで、当てて喜びましょう！

 ○前回の解答○

～あたまかけるちえのひらめき～

今回の当選者は　ダニー・チュン　さんです。おめでとうございます。

正解者：芋焼酎　エイトセンシズ　ササニシキ　ダニー・チュン　dera1st　ナヒア　ブレンダ　P.N 久保　没一　みかん　メガネ君
　　　　   猛虎　MOMO　8321（敬称略）

正解:8月15日（9月13日）

Ｍｅ～ｄｉａ 12　頭翔智閃～あたまかけるちえのひらめき～

月見

お団子にうさぎということで
十五夜のお月見ですね。十五夜は
中秋、つまり陰暦の八月十五日夜
に行われるのが一般的です。また、
中秋に続いて陰暦九月一三日に行
われるのが十三夜です。昔は十五
夜と十三夜の二回お供え物をして
いて、近年でも十三夜にお供え物
をする地域は多いそうです。
月見ではその年の収穫を祝い、
翌年の豊作を祈願するということ
もあって、「十五夜がだめでも（月
が見えなくても）十三夜がある」と
いう切実な想
いが各地に残
された伝承な
どに見ること
ができます。

煩悩…。煩悩を持っていることに対して悶々と思い悩むというのは、煩悩に入るんでしょうか？あんまり、煩悩があるこ
と自体を気に病みすぎても、あんまりよくないですよね、多分。（みつを）
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次のページへ
レッツゴー→

Ｍｅ～ｄｉａ 12　頭翔智閃～あたまかけるちえのひらめき～

　　    明　
　　    ↓
流  →   　 →  霜
　　    ↓
　　    座

① 　　    音　
　　    ↓
悪  →   　 →  感
　　    ↓
　　    量

② 　　    命　
　　    ↓
夢  →   　 →  立
　　    ↓
　　    国

③

　　    結　
　　    ↓
口  →   　 →  際
　　    ↓
　　    行

④ 　　    青　
　　    ↓
滑  →   　 →  気
　　    ↓
　　    間

⑤

　　    極　
　　    ↓
広  →   　 →  海
　　    ↓
　　    山

⑥ 　　    大　
　　    ↓
陣  →   　 →  価
　　    ↓
　　    面

⑦ 　　    万　
　　    ↓
唯  →   　 →  途
　　    ↓
　　    門

⑧

→の方向に読んだときに意味が通る二字の熟語ができるように□に漢字を入れて下さい。

今回のお題は…　クロスワード20×15マスのBIGサイズ!!

解き方は簡単。カギをヒントにマスを埋めて下さい。

それでは、図書券目指してがんばって下さい。

 ○二字熟語de頭翔智閃○

 ○クロスワードde頭翔智閃○

最近睡眠欲が強すぎます。これはこわ～いことです。何で１２時間睡眠を２日続けたりするんですか！（がさ）
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タテのカギ
1 １２月２４日の夜にそりを引いてやって来ます。
2 あおきがはら○ﾞｏ○○は自殺者が多いことで有名。
3  高校球児のあこがれの場所。
4  モー。
5 マヨネーズであえて、ご飯と食べるとおいしい。おにぎりも人
　　  気です。
6 ピカッ。
7 遊園地でくるくると回っています。景色がきれい。
8  新入生の○○○。生協の新入生歓迎活動の企画の一つ。参加し      
　　  た人もいるのでは？
9 「縦４」のこと。
10  私事にかんするいきどおり。
11 大きくてラッパ形の花が特徴。時には食用にもなる。
12 腰。
14  もとLUNA SEAのボーカル。今はソロで活躍中。
16 危険です。決して食べたり相手の料理に入れたりしてはいけま
　　  せん。
18 「横５３」と四国と九州に囲まれています。
20 マンガ「ＤＥＡＴＨ　ＮＯＴＥ」にでてくる。　
22 今より先。
23 なかなか直らないんですよね。
25 南東の方角。
27 船を固定するために使います。
30 好きな人と一緒に過ごせるといいですね。
31 つりの擬餌針。比較的大きい物。

33 降水確率は０％です。当たるといいな♪
34 ピアノを○○。
36 これで木の表面を削ってなめらかにします。
38 意識下に刺激を与えると表れる。ちょっとした洗脳のようなも の。
39 みんなで登ろう！
40 結婚式をあげること。
41 空気。
42 本屋。
44 帰り道
46 ⇔OUT
48 夏の大三角形を構成する☆の一つでこと座にある。
49 １０月６日。名城線もとうとう環状化しました。
50 上戸彩が主役の「○○○」を演じた映画の名前。
52 かげでいろいろ画策したり指示する人。
53 山の中で地面に寝転がって見上げてみよう。
54 主役は炭素の化学。
57 お医者さんが使います。
59 フランス語で「こんにちわ」。
61 電車に乗るときは必ず買いましょう。
63 社会などにたいして役に立つことを行うこと。貢献。
64 工作での作る物のデザイン
68 月の照らす夜。
70 お葬式の花。
72 某アイドルグループ。ローラースケート。
74 くもの○○は１㎜の太さで人間一人をつるせるほど丈夫。

今回のお題

Ｍｅ～ｄｉａ 12　頭翔智閃～あたまかけるちえのひらめき～

□の文字を

並べかえて

意味の通る言葉を

作ろう!!
ヒント：漢字で書くと○□○△

答えを

アンケートの

回答欄に書いて

送って下さい☆

誘惑に負けてしまう弱い心を取り払いたいです。どんな誘惑かというと、いろいろ…。（むらまさ）
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76 日本とイギリスでは９時間。
78 ○○○○○　なきつるかたをながむれば 
　　  ただありあけの　つきぞのこれる
79 いろいろな手続きができます。
80 アセチルサリチル酸も薬品名。解熱鎮痛剤。
81 ありさんと知り合いの昆虫。
83 風邪を引かないように気をつけて。
84 run awey from home
85 怪しい人がいないかどうか、用心・警戒のために行う。
87 古代パレスチナの都市。また、パレスチナ中部の丘陵地帯の地 
　　  方名。　
90 公民で選択。政経・現社、あと一つは？
91 双子はそっくりで見分けがつかないです。
94 将棋を指す人。
96 赤・青・黄色・緑・etc…。
98 諭吉さん。
99 阪神。黄色と黒のしましま。
100「私の」

ヨコのカギ
1  カボチャを食べる日。
3  電気代・ガス代・水道代。
7  幕末。江戸城明け渡しの幕府側代表。
13  名大の周りにもたくさん。体育の時は大変です。
15  料理の材料を熱湯にさっと通すこと。３文字目、本当は「お」 
　　  なんです。間違えないようにね。
17  五街道の一つ。木曾を通る。
19  利益にならないこと。
21  子供などが急にゆくえ知れずになること。古来、天狗や山の神
　　  の仕業とされた。
24  再挑戦。
25  牛肉などの舌の部分。
26  ドラクエの雑魚キャラ。
28  用件を人に頼むこと。
29  パソコンの表計算ソフト。
32  インドなどで食べられている平焼きパン。食堂のインドカレー
　　  フェアで食べた人もいるかも。
33  原子番号２６。
34  ホモ-サピエンス。
35  何も入ってないこと。
36  お金や鍵の○○○はしっかりね
37  南アルプスの別称。
40  ジュースの商品名。
42  Ａｕ。

43  Winterスポーツ。ぜひ信州へ（作者の出身地）。
45  昔はこんな屋根もたくさんありました。
46  今の愛媛県。
47  百人一首「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月
　　  かも」作者。
50 目
51 自分の利益をむさぼる心。
53 日本で一番大きな島。
55 賞状などを入れて飾っておきたいですね。
56 机とセット。
57 迷わないように。あっても迷う人もいますが…。
58 善事を行って、過去の罪が消えるようにがんばること。
60 卵くらいの大きさの果物。食堂のサラダバーにいつもあります。
62 如月。
63 決して舞台から飛び降りたりはしないで下さい。
65 約１万５千年前までは日本にもいたゾウに似た動物。
66 おみくじでこれを引いても「可もなく不可もなく」って感じです。
67 名大を横切る通りの名前。
69 朱雀大路で分けられた、都の西半分。
71 ドナルドダックはこの生き物です。
73 海に住む最大のほ乳類。
74 足が１０本。
75 一年の中で雨が多い季節。
77 資本をもっていて、それを貸したり、それで人を雇ったりする人。
80 本の最後に書いてある作者のお言葉。
82 詳しいこと。
85 薄荷。セイヨウハッカをペパー○○○、オランダハッカをスペ
　　  ア○○○といいます。
86 ホテルで部屋まで飲食物を運ぶサービス。
88 甘○ﾞ○、ゆで○ﾞ○、焼き○ﾞ○、○○きんとん、○○リン。
89 頭の回りにひだひだがあり、後ろ足だけで走ることのできるは
　　  虫類。
92 「開く」の反対。
93 斜塔で有名。
95 これなしの生活、考えられますか？
97 京都の八坂神社のお祭り。７月に行われる。
99 スピード違反をしてないかなどやってますね。この秋から運転
　　  中の「横９５」もこの対象です。
101 パトラッシュの相棒です。
102 ＤＶＤ・ＣＤなどが売り出されること。
103 お酒。黒の組織の一員。
104 大西洋にあり、一夜にして海底に沈んだという伝説の島。

Ｍｅ～ｄｉａ 12　頭翔智閃～あたまかけるちえのひらめき～

文責：のん

今回の問題はいかがでしたか？

　編集部では二字熟語にみんな苦戦していたようです。

それでは、たくさんのご応募お待ちしています。

人の気持ちや考えていることを先回りして考えてさらに悪いときはコントロールしようとしたり勝手に落胆して立ち直
れないこと。世の中の不幸を勝手に一人で創り出して苦しんでる感いっぱいでやめたい、とても。（ゆう）
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　クリスマスにお正月☆イベントごとが多い冬は出費もかさみます。財布も体も寒くなりがち
な冬を、Me ～ dia 伝言板の温かい投稿を読みつつ乗りきってください。

前回募集した投稿　その１

これからとりたい
資格特集

　

前回募集した投稿　その２

みんなのお金事情

　就職などを見据えて資格を取りたい。
でも、資格はいろいろあって…そこで
皆様のオススメ資格、資格体験記を募
集します。

　資格と言えば免許！
もう普通二輪は教習も
終わり、検定も合格し

た！後は地元に帰って交付してもら
うのみだ～。 （エイトセンシズ）

 冬は飲み会や行事などなかなか「もの
いり」な時期。そんなお金事情を（こっ
そり）募集しちゃいます。

　資格はいくつか持って
います。基本情報、セキュ
アド、ソフトウェア開発、

ＭＣＡなど。どれも役に立ちそうに
ありません。やっぱり実務経験がな
いと…。 （Ｔ＠Ｋ）

資格があると就職に断然有利っ
ていうイメージがあったんですが、
現実は少し違うみたいですねー。で
も、就活では、資格そのものではな
く、資格を取るための努力ができる
かどうかという点を見られていると
聞いたこともあります。何事も前向
きが一番☆ （みっくす）

最近私の周りでも免許を取った
人が増えています。ある調査による
と、大学生の９割が２年までに免許
を取っているとか…やはり、免許が
あるのと無いのでは行動範囲に差が
でると思います。 （みっくす）

時給と内容の両方を満たすバイ
トはなかなかみつからないですよ
ね。 （みっくす）

　皆さん稼ぎすぎには注意しましょう！年収 103 万超えると所得
税がかかるだけではなく、親の扶養の対象から外れて親の税負担
も増えてしまうらしいです。まあ普通は超えないと思いますが、
複数バイトをかけもってたりすると合計したらいつの間にか…な
んて事もあるかも知れません。 （メガネ君）

　社労士、初級シスアド
です。資格を取るまでは
しないかもしれないけ
ど、勉強はしたいと思っ
ています。 （R）

　最近はシビア。海外
旅行に一ヶ月行ってて
お金がかかったのと、　
帰ってきたらバイトが

埋まっていて入れなくなっていたか
ら。だから今は時給がいいバイトを
探しています。 （にゃんにゃん）

　年収 103 万ということは、大
体月8万以上稼ぐとヤバイってこ
とですね。親にも迷惑をかけるこ
とになるので気をつけましょう。 

（くみ）

　がんばって下さい。3 年生という
ことで、これから就職活動や卒論と
かで資格のための勉強時間が少なく
なってくると思いますが、工夫して
時間を作っていきましょう。 （くみ）

　飲み会のお金は普通の日を利
用して貯めてます。具体的な方
法について語ります。これは友
達に教えてもらったんですが、
1日××××円しか使えないと

決める。財布にその金額しかいれない。家に
帰って余ったお金をそっくりそのまま貯金箱
に入れる。（ただし貯金箱は取り出し口がな
いもの）これでけっこう貯まるんです。
 （ササニシキ）

バイトを語ろう！

お金を貯めるコツ

睡眠 Love なこころ。起きなくてよかったら、ずぅっと寝続けてしまいそうな感じ。だんだん寒くなってきたから余計お
布団と仲良しです。気持ちいぃんだもんっ♪（すの）
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前回募集した投稿　その３

これでわたしは冬の寒さをしのぎます。

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）　くみ＆みっくす
イラスト　にゃお

２月号の投稿テーマ

その他

　何でもどうぞ。例えば、単位の
神秘・資格について・生協に対す
る質問などがありました。

　率直に言うと厚着で
す！！去年の冬は下着
のシャツ、半袖Ｔシャ
ツ２枚、長袖Ｔシャツ、

トレーナー、そして極めつけはダウ
ンジャケットと、平均５，６枚は着
てました。それでも寒いときは、ホッ
カイロを使ったり、靴下を２枚はい
たり、マフラーをしたりしていまし
た。寝るときは必ず布団乾燥機で温
めてから寝るとすごく気持ちよく寝
られます。 （ササニシキ）

　末端冷え性の私
は、家の中では毛糸
のルームソックスを

はいています。学校で使うひざ掛け
はできる限り大きくて軽い物がオス
スメ。移動の時マフラーとして使え
ば、荷物にもならないし寒さもしの
げて一石二鳥！ （ＭＯＭＯ）

校舎の中は風通しがよすぎて冷
え性の人にはつらいですね。わたし
も冷え性なので、マフラーや手袋、
カイロに頼りつつ冬を乗り切ろうと
思います。 （みっくす）

　キムチとしょうが湯。
これしかないです。
（ダニー・チュン）

　年賀状を手書きしな
くなったのっていつか
らだろ？やっぱ印刷は

味気ない。今年はペン書きしてみよ
うかしら。 （芋焼酎）

そういえば年賀状シーズン

　いろいろな就職サイ
トを見ましたが、「み
んなの就職活動日記」

（http://www/nikki.ne.jp）がよかっ
たです。いろんな会社の裏情報が
のっていたり、就職サイトへのリン
クもはってあります。 （猛虎）

心も体も温かいのが幸せ。ゆん
ぼーさんの心が温かい冬であること
を願ってます。 （みっくす）

ペン書きで来た年賀状はちょっ
と感動します。その人の人柄が伝
わってくる気がして。 （みっくす）

　しょうが湯は私も飲みます。黒砂
糖を入れると、飲みやすい上に体が
温まっていいですよ。（みっくす）

　うーん。とりあえず
心の中が温かければい
いや。 （ゆんぼー）

　完璧な防寒ですね♪薄い物の重ね
着は効果があるそうです。でも抵抗
力が下がらない程度に着込んで下さ
いね。 （くみ）

　百科事典・乗り換え案内などのリ
ンクも役に立ちそうです。掲示板が
たくさんあっていいですね。 （くみ）

　●Me～ dia 伝言板
取り扱い説明書●　

　この伝言板は、右の投稿テーマ
についての投稿や普段感じること
思うこと etc. を、Me ～ dia を通じ
て交流するページです。

投稿の仕方

おてがみ…学生委員会室（南部食
堂裏）までもってくる。
アンケート…アンケートの「伝言
板への投稿」欄に記入する。

Me ～ dia ２まで続く（予定）

進路について
　進路について気になる今日このごろ。
みんなの情報・意見・感想などを募集中！

卒業シーズン

今までの暮らしに別れを告げ、
また新しい世界に踏み出す時。卒業
シーズンのお話待ってます。

目はチカチカ。鼻はぐずぐず。
つらい季節です。あなたのとってお
きの対策募集します。

花粉症について
旅行や留学等の思い出や、外国

へのあなたの想いなどを語ってく
ださい。

外国の体験談

朝遅くまで寝ている心。目覚ましがなってもおきようとしない心。これさえなければ単位は落とさなかった…（爆）。（むー）
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Ｍｅ～ｄｉａ 12　ゆうべのひとこえ

algoをやってみたいです。私は数学が
苦手だけれども、「頭が良くなる」と聞く
と放っておけません。
 （みかん）
→本当に数学が得意になるのか、は分か
りませんけれども、いわゆる数学的思考
は身に付くかも知れませんね。
 （前中）
何でマイバッグ運動って終わっ
ちゃったんですか？ （メガネ君）

→マイバッグ運動はまだ終わっていま
せんよ。新学期の開始に合わせて、少し
形を変えて再開します。 （前中）

秋と言えば、食欲、読書、スポーツ…
etc.ですが、学校で“秋”が味わえたり、感
じたりすることができて嬉しい限りで
す。 （ササニシキ）

→大学に入学する前は、学内の食堂でこ
れほど多様な物が味わえるとは思いま
せんでした。今思い返してみると、驚き
ですね。 （前中）
マンガ売ってほしいです。
 （ブレンダ）
→北部書籍でも南部書籍でもマンガ
売っていますよ。でも、確かに売り場の
面積は少ないですね…。 （前中）
文庫本３冊以上で15％割引だけど、一
度に３冊も買わないなあ。
 （猛虎）
→文庫15％ OFFの日のためだけに、欲
しい本を我慢しておく人もいるそうで
すよ。我慢が肝要ですね。
 （前中）

紅葉狩りに出かけよう！

組合員の声を聞くのって実はけっこ
う難しいことなんですね。
 （メガネ君）
→確かに容易なことではありません。そ
の声を反映していくのはさらに難しい
ことです。しかし困難であっても不可能
でなければ、できる限りのことはしなけ
ればなりません。学生委員はそのために
いるのですから。 （足立）

最近急に寒くなってきて、休みの日は
外に出る気も失せます。でも、ひまなと
きに家の近くで秋を探してみようかな
と思います。（Ｒ）

→忙しい日々を過ごしているとなかな
か気付かないけど、自分の近くにも季節
を感じさせるものってありますよね。
 （むらまさ）

味覚狩りも良いけどやっぱり秋は紅
葉でしょう。自然が創り出す最高の景色
を思う存分脳に焼きつけたい！！ここ
に載っている４つの場所を制覇するぜ。
 （ササニシキ）
→僕は味覚狩りも紅葉狩りもどっちも
好きです。秋の風情を満喫したいです
ね。 （むらまさ）

三河の人間なんで、やっぱ香嵐渓です
かね。名鉄の連絡船なくなっちゃって行
きづらくなったけど…。（久保）

→尾張の人間にとっても香嵐渓は魅力
ですよ。ただ、混んでるのがネックです。
 （むらまさ）

香嵐渓はキレイですよね～。最近行っ
てませんが。僕は超出不精なんでたまに
はこういうところにお出かけしてみた
いです。 （芋焼酎）

→ぜひ行ってみたらいかがですか？気
分転換とかにもいいと思いますよ。
 （むらまさ）
もう少し穴場的な情報を…。（ナヒア）
→近くの公園とかですよね。そういうの
あんまり知らないですよ。ゴメンナサイ
m(_ _)m（むらまさ）

東山公園に行きたくなってきました。
大学に一番近い名所だし、最近はとんと
ご無沙汰なので、一度家族で行ってみよ
うかと思っています。 （みかん）

→僕も東山公園には小学校の時以来
行ってないんですよ。せっかく大学の近
くにあるので、紅葉見に行きたいです。
 （むらまさ）

読書の秋、してみませんか？

星新一、阿刀田高なんかのショート・
ショートもオススメですよ。一話4 ～
10p程度なんで、短時間でサクッと読め
ます。 （芋焼酎）
→一話で４ページから１０ページ読め
るとテレビのＣＭの間に読めてしまう
かも知れませんね。 （学読班）
Point1に美しい装丁、というのはどう
かと思いますが…。ライトノベルはイラ
ストで買う派ですか。 （鳩羽白）

→私はライトノベルを読んだことがあ
りませんが、私は少し立ち読みして、内
容を吟味して買います。 （学読班）

「散乱」という煩悩です。いいかげんでちゃらんぽらんという意味です。やらなければいけないことはたくさんあるのに
いつもほかごとをしてしまう。事実、この原稿を書こうとパソコンを起動したらいつの間にかネットサーフをしていて一
時間以上経過しているではないかぁ！（ジュンヤ）
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最近、読書にはまってます。『izumi』を
使っておもしろそうな本を探してます。
 （Ｒ）
→『izumi』を有効活用して面白い本を探
してどんどん読んで下さい。よろしけれ
ば読書マラソンにも参加して下さいね。
 （学読班）

秋だけに限らず、年中どこでも読書す
る私にとっては、読書マラソンは楽しい
イベントです。自分が読んだ本に他の人
の新しいレビューがついていると、妙に
親近感が沸きます。 （みかん）

→そうですね。自分が読んだ本に他の人
の新しいレビューがついていると、うれ
しいですよね。みかんさんのレビュー
も、いつも楽しく読ませてもらっていま
す。 （学読班）

最近一人の時間が少ないので本とは
疎遠です。それもいいことだと思います
けどねー。 （ゆんぼー）

→たまには、本から離れてみるのもよい
かもしれませんね。寺山修司も、『書を捨
てよ、町に出よ』と言っていることです
し。（学読班）
ライトノベルって読みやすいですよ
ね。似合ってないと言われそうですが
「キノの旅」が好きです。普段本読まない
ぼくでもどんどん読みすすめられるの
でビックリです。内容も深みがあって面
白いですし。 （メガネ君）

→読書を楽しんで頂いているようです
ね。「キノの旅」を読み終えたら、次の本
にもどんどん挑戦してみてください。
 （学読班）

moo ×２の名大生協イート Navi!

就活のはなし

なんとな～く就活のフンイキがわ
かったような。一年生なんでまだ実感が
わかないですねー。自分は日本史専攻な
んで、就活に直接役立たないあたりがま
た不安をさそいます。 （芋焼酎）

→役に立つのは大学の授業で学んだこ
とではなくて、「大学生活で学んだこと」
だと思うので、そんなに不安に思わない
で下さい。 （がさ）

３年の就職活動をむかえる人にはあ
りがたい記事でした。 （猛虎）

→ありがとうござます。ちょっとでも参
考になったならうれしい限りです。
 （がさ）

先のことです。 （dera1st）

→たぶん気が付いたら３年生になっ
ちゃってます、絶対。就活を意識する必
要はないかも知れませんが、「自分が何
したいかなぁ」というのは考えておくの
がいいです。 （がさ）

「焦らず、騒がず、凹まず」に気をつけ
て就活します。あと、無意味にエント
リーしすぎないように。 （ゆんぼー）

→どのくらいが無意味なんでしょう
ねぇ。100はざらだと聞きますが。（がさ）

もう炊き込みごはん食べました。おい
しかったですよ^^ （エイトセンシズ）
→炊き込みごはん僕も大好きです。おい
しいですよね☆ （むー）
秋はやっぱりさんまだね。 （猛虎）

→さんま！下宿生活をして以来あんまり
食べる機会が無いので食べたいです☆ 
 （むー）

チョココロッケ…怪しい!!!!!（ナヒア）

チョコレートコロッケは本当におい
しいのでしょうか？ （Ｔ＠Ｋ）

チョコレートコロッケ…！！甘いも
のと油っこいものが大好きなぼくに
とっては至高の組み合わせですが(^^ゞ
 （メガネ君）

チョコレートコロッケを今から楽し
みにしています。普通に買える北大生が
羨ましい。 （みかん）

チョコレートコロッケが気にな
る！！ （おこりんぼう）
→実は理系カフェテリアで販売されて
いたみたいですね。食べた人からは賛否
両論の意見が…。 （むー）

まずい･･･いや、訂正しよう。中のチョ
コレートクリームと、外の皮の油とのミ
スマッチ。この一言に尽きる。確かにネタ
としては最高かもしれないが、それでも
マウ○テンの甘○スパに比べたら見劣り
するものがある。東京ではネタになる食
物が無いのではないかと疑わざるを得な
い。そもそも食物のサラダボウルといわ
れる名古屋において、インパクト性にか
けるのは事実である。しかしながら、名大
生協にはびっくり丼などのおもしろいメ
ニューがある。筆者も生協に対してマウ
ン○ンを…。いや、止めておこう。
 （環境学研究科Ｍ１)

＞真面目だけじゃだめですよ（松本さん）
 名大生はまじめなんでしょうか…？
 （ゆんぼー）
→どうなんでしょうねぇ…いろいろと、
多種多様な評価を受けてるらしいです
けどね。 （むー）
10月は生協食堂利用しているひまが
なく、楽しまずに終わってしまいまし
た。（Ｒ）
→12月にはクリスマスの企画がある
ので、12月楽しんでください☆（むー）

秋の限定メニューってやっぱ惹かれ
ますね～。食欲無くして他欲有らずって
感じですかね。 （ササニシキ）

→ですね☆筆者は森のきのこのサバダ
を食べたかったのですが、結局食べられ
ず…というか取材時に確認しただけで
店頭で確認してない…。 （むー）

もっとたんぱく質を多くして下さい。
 （dera1st）

→結構揚げ物が多いですよね。声カード
に書くとかなうかも！？ （むー）

擬【ものごとを決め兼ねる】
迷ったら、しばらくずっと迷っています。コンビニでも１０分くらいうろうろしてます。迷う時間がもったいないので
す。（くみ）
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就活をしなくて済むようがんばろう
（謎） （エイトセンシズ）

→資格勉強中ですか？頑張って下さいね。た
だ、自分の仕事について考えるのは就活をする
しないに関わらずためになりますね。 （がさ）

実は仕組みがよく分からなかったの
で、ありがたかったです。先輩の声、みた
いなのがもっとあるとよかったかも。
 （おこりんぼう）
→最低限を網羅しようと思ったので
ちょっと少なかったかも知れませんね。就
活についてはサークルの先輩やバイト先
の先輩の話をいっぱい聞きましょう。経験
者の話が一番実感がわきます。 （がさ）

Me ～ dia 日本語力養成講座

具体例その１、「微分積分学Ⅰ」の“Ⅰ”
はローマ数字？アルファベット？メー
ルでローマ数字を使うのはマナー違反
では？最終回お疲れ様でした。（Ｔ＠Ｋ）
→するどい指摘ありがとうございます。
メールではローマ数字や特殊記号など
は文字化けの原因になるので使っては
いけません。 （ジュンヤ）

正式なe-mailは出したことないんで、
参考になりました。 （久保）

→オフィシャルなメールは独特な表現
を使いますよね。ボクが初めて教授から
のメールを受け取った時にはあまりの
丁寧さに「これが教授のメールかぁ！」
と感動した覚えがあります。 （ジュンヤ）

今月号でおしまい…。寂しいです。
ジュンヤさんと篠崎さんのやりとりも
好きだったので、ちょっとショックで
す。メールの書き方は大学に入ってから
初めてオンラインのパソコンを使える
ようになった私にはありがたいもので
した。 （みかん）
→自分でも篠崎さんストーリーは書いて
いて楽しかったのですが、残念ながらネ
タ切れとなってしまいました。今まで読
んで下さってありがとうございました。
注）篠崎さんは筆者のオリジナルキャラ
で実在の人とは関係ありませんよ 
 (ジュンヤ)

ショッカータイムス

カレーがボケ防止に一役買っている
とは知りませんでした。親戚にも教え
てあげようと思います。そして、ショッ
カーさん、カレーが好きなら、小説「カ
レーライフ」がおススメです。毎日毎日、
本当にカレー一筋な青年達の熱くおい
しい日が読めます。 （みかん）

→食べ物の名前がタイトルに入ってい
る本って、割合多いですよね。少し前書
籍に置いてあった物だと、『チョコレー
ト・アンダーグラウンド』などというも
のも…。 （編集部）
小学校の給食で人気No.1のカレーは
体に良いんですなぁ…。まさに夏の料
理？いや冬の料理？いやいや季節は関
係ないですよね。僕もカレーをたっぷり
食べてボケないようにします。
 （ササニシキ）

→日本人の食べ物の好みの中でも、ラー
メンと並びますからね…。ひょっとした
ら、小さい頃からカレーを好きになる教
育をされているのかも？ （編集部）

カレーがこんなにいいことずくめと
は知りませんでした。 （ダニー・チュン）

カレーは好きでよく食べています。カ
レーにいろいろな健康への効果がある
なんて驚きです。 （Ｒ）

→食べ過ぎたり食べなさすぎ足りさえ
しなければ（栄養をきちんとバランスよ
く摂れれば）、基本的にどんな食べ物で
も体にいいものですよね。重要なのは、
バランス、ですね。 （編集部）
流石にパンを作る気にはならないで
すが。 （鳩羽白）
→パンの種類によっても、カレーに合う
かどうかなど、きっとあるんでしょう
ね。その段階から作られればもっと美味
しいカレーパンが出来るのかも。
 （編集部）

PROJECT XP

SP2は入れるのにまだ抵抗がある。
 （dera1st）

SP2はなんか入れるのに抵抗あるなあ。  
 （エイトセンシズ）
→私の使用してみた様子では特にトラ
ブルはないですが、環境によっては不具
合が出ることがあるかも知れません。
不安ならばシステムのバックアップを
とってから入れてみたらどうでしょう。
 （SHO）
市販のソフトで対処していますが、
時々「トロイの木馬」などをブロックし
てくれているようです。最近は「スパイ
ウェア」も心配です。 （ダニー・チュン）

→スパイウェアに関しても市販のファ
イアウォールソフトならば防げますよ。
外部からの侵入だけでなく、内部からの
漏洩も遮断するので。このあたりはSP2
の付属のファイアウォールに対する明
確な利点ですね。 （SHO）

新しいアンチウィルスソフトをいれ
ておいても、すぐに新しいウィルスが出
てくるのでとてもこわいです。ウィルス
をばらまいて何が楽しいのやら。 （Ｒ）

→ウィルスの定義ファイル（新ウィルス
の情報）を常に最新の物にしておけば、
新ウィルスにも対応できるはず。また、
WindowsもWindowsUpdateで最新の状
態にしておくことで、ウィルスに感染す
る可能性はかなり下がりますよ。（SHO）

頭翔智閃

ロジックに「０」の列があるのは邪道、
と言われていますよ。実際、この問題で
もかなり大きなヒントになっています。
 （ナヒア）
→ご指摘ありがとうございます。なんと
なーく作りはしましたが、私自身イラス
トロジックを解いたことがないので、問
題としてはあまりよくなかったですね。
修行あるのみ！ですね。（みつを）

今回の余りページは『県名の由来』です。語源って、調べてみると意外に意外と面白いですよ。
＜愛知県＞…名古屋市の天白川河口付近の干潟、『年市潟（あゆちがた）』が語源。魚（特に鮎など）がたくさんとれたとか。
桜田に　鶴鳴き渡る　年魚市潟　　潮干にけらし　鶴鳴き渡る（高市黒人）　万葉集より。
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＜今回のアンケートは 19 枚でした。＞

10 アンケート当選者（敬称略）

10 アンケート回答者（敬称略）

文学部 1年 芋焼酎

文学部 1年 おこりんぼう

文学部 1年 ＭＯＭＯ

工学部 1年 没一

農学部 1年 P.N　久保

農学部 1年 ブレンダ

文学部 2年 8321

文学部 2年 鳩羽白

理学部 2年 エイトセンシズ

理学部 2年 ササニシキ

理学部 2年 メガネ君

文学部 3年 みかん

情報文化学部 3年 ナヒア

理学部 3年 Ｒ

工学部 3年 Ｔ＠Ｋ

工学部 3年 猛虎

工学部 3年 ゆんぼー

医学部 4年 dera1st

国際開発研究科 ダニー・チュン

文学部 1年 ＭＯＭＯ

農学部 1年 P.N　久保

農学部 1年 ブレンダ

理学部 2年 エイトセンシズ

理学部 2年 ササニシキ

文学部 3年 みかん

情報文化学部 3年 ナヒア

工学部 3年 Ｔ＠Ｋ

工学部 3年 ゆんぼー

医学部 4年 dera1st

● 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。

Ｍｅ～ｄｉａ 12　ゆうべのひとこえ

このイラストロジックって、スタッフ
の方が作ったんですか？だとしたらす
ご～い！（芋焼酎）

全部やると脳がパンクしそうだった
ので、途中で推測しました。これって作
るほうは簡単じゃない？（ササニシキ）

→イラストロジックを作るフリーソフ
トがあるので、そこでお絵かきをして、
数字を探すだけです。なので、ただ作る
だけならあまり手間はかかっていませ
ん。今までのパズルで、一番楽だったか
も…。 （みつを）

Me ～ dia 伝言板

豆知識や参考になることが載ってい
て役に立ちます。（ササニシキ）
→ありがとうございます。こうして、み
なさんから寄せられた意見が、他の人の
役に立ってるのは素晴らしいことだと
思います。 （みっくす）
バイトや就職に関する話に共感した
り、目から鱗が落ちる思いにさせられた
りする時があり、とても役に立ちます。
 （みかん）
→「伝言板」が成り立つのはみなさんの
おかげです♪これからもいろんな投稿
をお待ちしています。（くみ）

やっぱり朝ちゃんと起きるのって大
変ですよね。結局一番大事なのは本人の
意志なのかな～とか思ったりしました。
 （メガネ君）
→私は後期になってだんだん堕落して
きている気がします。朝に負けない強い
意志が欲しいです。 （みっくす）

新潟の方々には頑張ってほしいかぎ
りです。 （dera1st）

ページ下

→今年は地震や台風で、日本中大変でし
たね。生協では、新潟県中越地震につい
ての募金をしています。購買などで見か
けたら、募金にご協力お願いします。
 （編集部）

占いで笑わせてもらいました（笑）。た
んすに小指をぶつけた時の痛さは微妙
どころかかなりのものだと思いますよ
（笑） （メガネ君）

占いのコーナーがシュールで好きで
す。この路線でガンガンいっちゃって下
さい。 （芋焼酎）

→シュールというか、単に適当なだ
けです（笑）。小指は、よくぶつけます
よね…。たんすだけでなく、椅子とか
…。注意散漫なのかも？ （編集部）

表紙・裏表紙

詩のことはよくわからないんですけ
ど、何度よんでも最後の行の「蹴っ飛ば
す」にすごい存在感というか力強さを感
じますね。 （メガネ君）

→たぶんそれはすごく褒め言葉だと思
う。ありがとう★蹴っ飛ばす勢いで、共
に冬を駆け抜けよう♪ (ゆう)

表紙の絵じょうずー★なつかしい感
じがしますね。 （ゆんぼー）

→ありがとうございますー♪「芸術・読
書・食欲・スポーツの秋」を表現してみた
んですが、スポーツの秋の絵をひねり出
すのに苦労しました。 （にゃっこ）
秋らしさてんこ盛りの表紙！
 （ダニー・チュン）

→４つの秋がわかってもらえたようで、
うれしいです。ダニー・チュンさんはど
んな秋でしたか？ （にゃっこ）
詩ってぱっと頭にうかぶのですか？
それともじっくり考えて作るんです
か？ （Ｔ＠Ｋ）

→じっくり考えていると、ふっと言葉が
降ってきたりするんです。もちろん、脳
みそコネコネです。 （ゆう）

さわやかです。 （dera1st）

→秋はさらさらと過ぎてゆくもの。季節
をゆるりと受け入れながら日々過ごし
たいですね。 （ゆう）

＜三重県の由来＞
『古事記』より、東国平定から帰還する途中、伊勢のあたりで亡くなった倭健命が、｢わが足三重のまかりなして、いと疲
れたり｣と歌を詠んだことから、その『三重』をとってつけられた。
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Ｍｅ～ｄｉａ 12　全新歓公示

34

2005 年度全学新入生歓迎実行委員会

　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。

　団体・個人・形式を問わず、ご意見のある方は所属構成団体を通じて、あるいは直接上記のい

ずれかの団体まで文書で提出して下さい。

　この度、2005 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、

結成されています。

　年明けの１月に地獄の細道説明

会を行う予定です。

　詳細は共通教育棟本館及びＡ館、

工学部７号館、学生会館で掲示す

る予定です。

　地獄の細道参加希望の団体（部

活・サークル、新歓団体）はお見

逃しの無いようにお願いします。

～　告　知　～

＊オブザーバーに関しては Me～ dia ２で報告します。

全
ぜ ん し ん か ん

新歓公
こ う

示
じ

　○構成団体○

　・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）

　○昨年度の主な取り組み○

　■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

 

　■４月初旬   ：All Meidai　　自主入学式 「入学祭典」

地獄の細道　　一括納入

＜静岡県の由来＞
江戸時代は駿河と呼ばれていたが、明治維新の折、徳川ゆかりの名を使うことが懸念されたため、改称。駿府近くにあっ

た賤機山（しずはたさん）にちなんで『賤ヶ丘』としたが、漢字のイメージがよくないため、『静岡県』になった。
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　Me-dia12のアンケート締め

切りは1月7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月上旬頃発

行です。お楽しみに!!

編集部員

お知らせ

おくづけ

編集後記

s��c

 11月下旬、今月号の大掃除

特集のテキストを書くた

め、ボクは実際にＴという

友人の部屋に行って大掃

除を敢行しました。Ｔの部

屋の中はすさまじい状況

でした。古文では「すさまじい」とは「殺風景」

という意味ですが、ここで使用している意味

はそんなではなく「あきれるほど酷い」とい

う意味です。とにかくあまりの酷さにカル

チャーショックを受けました。しかし一人暮

らしだとダス○ンやスーパーは○き等の強

力掃除グッズが無いので大変だなぁと思い

ました。 (ジュンヤ)

 今回は風邪について
の記事を書きました。
11月23日現在ちょっと
風邪をひいています
（苦笑）。これからもっ
と寒くなるし、就職活

動やら何やらで忙しくなるので、体調
管理には注意しようと思います。就職
活動といえば。このところ毎週水曜日
に文系総合館で業界説明会なるもの
があるので通っています。私の周りの
人で就職活動している人が少ないの
で、「就活してます」っていう人たち
を見ることでさえ刺激になります。
（くみ）

 最近寒くなってきましたね

～。皆さんいかがお過ごしです

か？

僕は朝布団から出られなくて

困っています。ぐーたら人生

まっさかりです。さて、最近中

華にはまりました。というわけで生協食堂で食べる

ときは基本的に中華を選ぶし、外食するときも、よく

中華を食べにいったりします。よく外食でいくとこ

ろが、大学裏の、元・海鮮館、現「春華」という台湾料理

屋さんです。そこでふと疑問に思ったのですが…こ

の「春華」なんとよむのでしょうか？だれか知ってる

方いませんか？ちなみに編集部内では「はるかちゃ

ん」という愛称で親しまれています。 （むー）

 最近風邪っぽいです。
僕はアレルギー体質も
手伝って鼻やのどが弱
く、冬はほとんど鼻風邪
状態ではあるのですが。
おかげで年末年始につ

きものである（と勝手に思っている）忘
年会・新年会のカラオケはキツイもの
があります。そもそもカラオケボックス
の空気を吸っているだけで精一杯にな
ります。冬は音無苦・・・おとなしく家に
いるのが一番。でも本当はどこか行きた
い。そう思って出かけるとやっぱりしん
どい。冬の空気は僕の大敵です。 （だつ）

 最近、学生委委員のメ
ンバーに影響をうけて
読書をするようになり
ました。日曜日によく
地元の図書館に通っ
ています。僕はミステ

リーものが好きで先日、森村誠一の
「人間の条件」という本を読みました。
読書というのは、不思議なもので興味
のない本は全然読み進みませんが、自
分が気に入った本は時間も忘れて読
んでしまうもの実感しました。
 （むらまさ）

 編集後記には久し振りの登場の

にゃっこです。Me～dia10に引き

続き、表紙を描かせて頂きました

☆前回は「～の秋」をたくさんちり

ばめてみたんですが、今回は冬…

というかクリスマスを意識して

サンタクロースです♪どうやらこれまで、この時期のMe

～diaの表紙にサンタさんが登場したことはないらしい

です。初サンタ、どうでしょうか？今回ページ下に「漫画

が欲しい」と書きましたが、やっぱりいちばん必要なもの

はそれを読む時間でしょうね。最近は忙しいときには忙

しいことが重なるもんだな～と実感しています。１日が

24時間だなんで、短すぎ！あと4時間くらい欲しいな。で

もあったらあったで、ギリギリまで何かするんだろうな。

自分の分身がいるといちばんいいのかなぁ。（にゃっこ）
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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。みなさんのご意見を反映させ、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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