


Me~dia 2　Co-op Information

　

あけましておめでとうございます。2005年最初のMe～ diaです。さて、年度末が近づき、生協
でも様々な動きがあります。おかげでいつものフェアを載せる場所がなくなってしまったので、
代わりに生協の情報の手の入れ方を紹介します♪

生協の情報を手に入れるには…

2005年3月1日より、北部購買でのCD・DVDなどの音
楽ソフトの店頭販売をせず、注文のみの対応とします。
　なお、注文の場合でも通常で10%割引、新譜の事前予
約（14日前まで）15%割引は変更ありません。

Co-op
Information

～生協理事会室・学生委員会からのお知らせ～

生協のCD・DVDの取扱について
←北部購買CDコー
ナーの最後の勇
姿。在庫が80%OFF
セールで売られま
した。

CD・DVDの注文の仕方
　注文は北部購買・医学部購買・大幸購買で受け付けます。
１．カタログや雑誌でメーカー名・アルバムタイトル・アーティスト 
 名・アルバムNO(このNOが大切です !! )を調べてください。
２．店舗に注文書があるので必要事項を記入してください。 
３．入荷日数は、取次店・メーカーの在庫有無で違いますが、3日～ 
 1週間ぐらいかかります。

撤退の理由
最近の音楽ソフト業界をめぐる状況は、レンタル業や中古
ショップの増加、インターネット音楽配信サービス、インター
ネット通販等も広がりをみせてきています。そのような状況の
中で音楽ソフトの利用は、5年前に比べて約半減しています。
音楽ソフトは仕入れ条件の関係上ほとんどが買い取り（返却で
きない在庫）のため、このまま店頭在庫での販売を続けると在
庫は増え続け、名大生協の経営を圧迫することになります。既
に全国の大学生協の多くが在庫販売から撤退をしています。名
大生協理事会としてこのようなことを鑑

かんが

み残念ではあります
が、2005年3月1日から店頭在庫の販売から撤退し、注文のみ
の利用とさせていただく判断をしました。　　（告知より引用）
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■生協のWebページ
アドレスは（http://www.nucoop.jp/）です。ここでは食堂・購

買のフェアなど、最新の情報を入手できます。
■生協かわら版
購買の入り口付近にあるビラ置き場にあります。ここでは、
購買の週替わりのフェアなどの情報を入手できます。

○今回のページ下は？
　今回は「行ってみたい外国」、「冬のイベント」です。みなさんの春休みの予定はどうですか？旅行もまだまだ間に合い
　ますし、どこか行ってみませんか？ （編集部）
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卒業・修了予定のみなさんへ　～各種手続きの案内～

テスト終われば春休み。長い春休みを何もしないで過ごすのはもったいないですね。「Bound 
for 東京」では東京への行き方についての記事があります。楽しく計画して、充実した春休みを過
ごしてください♪

文責：理事　吉村久美子

卒業・修了し、名大を離れる人へ
「『生協の脱退手続き』が必要です。」

－『生協の脱退手続き』
必要な書類
□脱退届　□組合員証
□払出票→組合員コーナーに置いてあります。
□生協組合員加入者証（出資金預かり証）

●「脱退届」・「払出票」を記入見本にしたがって記入し、「組合員
証」（COPAカードまたは緑色と白のカード）及び「生協組合員加
入者証」を北部厚生会館2階組合員コーナーへお持ち下さい。 

2004年度卒業・修了予定のみなさんへは、12月中に自宅（帰省先）宛に手続きに必要な書類を送付しました。名大
を離れるか留まるかで手続きが異なります。以下で簡単に説明しますが、分からない場合は北部厚生会館２階組合員
コーナーでお尋ねください。

進学・休学・留年などで名大に留まる人へ
『生協の更新手続き』『共済の継続手続き』

が必要です。」
－『生協の更新手続き』
必要な書類　□所属変更届
●「所属変更届」を記入見本にしたがって記入し、組合員コー
ナーにお持ち下さ い。郵送でも結構です。

－『共済の継続手続き』
　学生総合共済・学生賠償責任保険の有効期限は加入時に想定
された卒業・修了年度までになっていますので、継続手続きが
必要です。
　自宅（帰省先）宛に継続手続きの案内が12月に送られていま
すので、自宅（帰省先）へ手続きの状況をご確認下さい。

必要な書類
□払込取扱票（生協組合員コーナーでも手続きできます）
□掛金（プランによって異なります。）
●「払込取扱票」に必要事項を記入し、掛金を添えて郵便局で支
払い手続きをしてください（2年間の継続で、加入プランを変
更しない方はコンビニでも手続が可能です。）  

理系ショップの営業時間の延長等について

理系ショップでは2005年3月から土曜日の営業を16
時閉店から18時閉店に延長します。

営業時間の延長に伴い品揃えや商品構成の見直しをする
にあたり、2月19日をもって雑誌の取り扱いを以下の理由
により取りやめさせていただきます。雑誌は出版社から取
次店を通じて販売店・書店（生協）に届きます。この時、毎号の
販売実績に応じて販売店への配本部数が調整されます。理系
ショップの売り上げは書籍の10万円前後/月と少なく、この
まま秋まで続けても取次店から配本されなくなるからです。

　1月26日以降に「組合員証（と生協組合員加入者証）」を組
合員コーナーにお持ち下さい。紛失された方はその旨組合
員コーナーでお申し出下さい、台帳を確認します。

営業時間について 雑誌の扱いについて

理系ショップの営業時間（3月から）

平日　8：00～ 21：00
土曜　10：00～ 18：00
休日　閉店

行ってみたい外国
オーストラリア。中学二年のときにホームステイしたときは、冬のために誰もいない海を眺め、お金が足りなくてコアラ

を抱いての写真撮影をあきらめ、何より英語が話せなかったので、そのときのリベンジがしたい。ブリスベン（ホームステ
イ先）以外の場所にも行きたい。（のん）



学 生 委 員 会 だ よ り
☆

★

★

☆

 12月～ 1月の活動
■

●生活班活動プロジェクト
来年度からの生活班活動の改善について話し合っています。
現在ある、食生活班・学生に読書をすすめる班・ユニセフ班のこれからの活動
内容や方針をどうするかについて話し合っています。
同時に、新学期開始までに学生委員会や総代・生協委員のありようについて
も同様に、うまく機能していけるように考えています。

Me~dia 2　学生委員会だより

●声カード総集編冊子
ふだん組合員のみなさんに書いてもらっている声カードの総集編のよう
な冊子を発行しようと計画中です。
今まで張り出された声カードの中からいくつかピックアップして、その声

カードがどのような流れを辿っているのかなども掲載しながら作っていく
予定です。

●班活動報告

『学読冬の陣』という名前で、班員
が冬にまつわるお薦めの本を南部書
籍に陳列させてもらいました。
ぜひ南部書籍に足を運んでお薦め
本を手にとってみてください。

学生に読書をすすめる班

ユニセフを通じて『スマトラ沖地震・
津波』への支援について計画中です。
生協の店舗に募金箱を設置してあ
るので、募金にご協力下さい。

ユニセフ班 食生活班

Me~diaの連載記事『ショッカータ
イムス』を掲載しています。
また、４月には料理講習会も予定
してます。

みなさんこんにちは。もう今年度最後のMe~diaですね。
学生委員会は新入生歓迎活動に、新年度からの活動についての予定を組んだり
と忙しいながら充実して活動をしています。
これからの２ヶ月を、４月からの生活に活かせるよう充実して過ごせるといい
ですね。

昔は大英博物館（つまりイギリス）に行ってみたいと思っていましたが、今ではどこにも行きたくありません。
あえて挙げるとするならば、大阪に行ってみたいと思うくらいです。名古屋の人間からすれば、大阪や東京はある意味外
国のようなものですよね。逆もまた然りでしょうが。（だつ）

←
声
カ
ー
ド



■

■

12月3・4日に工学部推薦入試がありました。1日目・
2日目共に工学部推薦入試の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。遠方から来た受験生の人なども、話
をして帰ってもらえました。

○

文責：常任理事　前中　允瑠
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○
名古屋大学に入学する新入生に役に立つ情報を載せた冊子が完成しまし
た！授業の形態やレポートについて大学の勉強に関することから、サークルや
アルバイト、自動車学校などなど広い範囲をカバーしています。
ウェブ上にも情報を載せる予定なので、興味のある人は覗いてみて下さいね。

○
共済のシステムやその理念についての学習
会を開きました。共済の内容について一通り学
習した後、これからの共済の活動をどのような
ものを行っていくかについても考える時間を
持ちました。

○
新入生それぞれの要望に応えるために、Web上に掲
示板を設置して、新入生に質問してもらって、在学生が
答える、という形をとって活動しています。

12月11,12日に全国総会に出席しました。
全国から参加者があり、これから先一年間の大学生
協の活動について話し合いました。
大学生協の『学びと成長』や『経営の健全化』などに
ついて話し合いを持ちました。

今回、初めて全国総会に参加しました。全国の大学
生協のあらゆる取り組みについて知ることで、これ
からの活動に対してのモチベーションが上がったと
思います。とても充実した２日間を過ごすことがで
きました。来年もぜひ参加したいと思っています。

ベルギーに行ってみたいです。古いお城がたくさんあって、風景もきれいで。アントワープにある聖母大聖堂にも行きた
いなぁ。ちなみに、アントワープはフランダースの犬のモデルになった町です。（みっくす）
スペイン。世界最高レベルのサッカーが見てみたい。（リジュ）

→
工
学
部
推
薦
入
試
の
様
子

↑Live!! Meidai!!表紙

共済のマスコットキャラのタヌローです。→

http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/sinnkan/



３　普通列車（ＪＲ在来線）

Bound for 東京
　さあ、テストが終われば春休み♪春休みどこ行こうかな？と迷っている人に、お台場・銀座・渋
谷・原宿などがある、日本の中心、大都会東京へのアクセス方法を紹介をします。お手軽な手段だ
けでなく、マイナーな手段も紹介します。

　この移動手段が1番早い。なんと名古屋～東京間がのぞ
みで で行けてしまいます。また、乗り遅れても

程度経つと次の新幹線が来るので安心です。東海道新
幹線には、のぞみ、ひかり、こだまがあります。のぞみは新
横浜か品川駅までノンストップで行けます。2003年10
月から自由席が作られたので、利用しやすくなりました。
ひかりは、静岡、浜松などの主要駅に止まります。最近では
のぞみの本数が増加した分ひかりの本数は減ってきてい
ます。こだまは、新幹線の各駅停車で、3時間かかります。
東京行きにはオススメはできません。新幹線のデメリット
は、なんといっても料金が高いことです（下記）。また、風景
を楽しみたい人は、オススメできません。お金に余裕があ
り、時間を節約したい人にはベターです。

　青春18切符のシーズン以外では、学生がお世話になる
経済的な手段です。最大のメリットは、東京～名古屋を

で行けることです（バス会社、日時により異
なる）。夜行バスも充実していますし、値段が少し高くな
りますが、トイレつきのバスや足元ゆったりのバスなど
もあり、サービスが充実しています。デメリットは、時間
が約7時間かかってしまうことです。睡眠をバスでとれ
ば、時間を効率よく使えてGOOD！

　通常 で行け
ますが、なんと、 で行けてし
まいます。日帰りで行くことも可能です。この手段のデ
メリットは、時間が6時間もかかり、体力的にきついで
す。また夜行列車以外では乗り換えをしなければいけな
いので、途中下車して、楽しむのも手です。大勢の友達と
一緒に行くと、長旅も苦にならないかも知れません。あ
らかじめ時刻表で乗り換えを調べて快速列車を乗り継
いで行きましょう。

＊早得きっぷってご存知？
　東京方面行きでは、ひかり指定席が片道9,200円
で行くことができます。学割を使った場合の9,360
円と比べると少しお得。この切符の難点は、一週間前
までに予約をしなければならなくて、予約した列車
の変更ができないなど普通のきっぷに比べて制約が
多いことです。

 
 片道乗車券6,090円 学割（２割引）4,870円
 のぞみ指定席4,690円
 ひかり・こだま指定席4,490円 自由席 3,980円

１ 新幹線 ２ 高速バス

使っ
てみ
よう

行ってみたい外国は、韓国。お目当ては焼肉ですけどね。やっぱり、グルメツアーが一番。(シュウセイ)

Me~dia 2　Bound for 東京



　新幹線・特急列車・急行列車に乗
ることができません。もし乗車す
る場合には特急料金や急行料金に
加えて、乗車する区間の乗車券も
必要となります。また、名鉄・近鉄
などの私鉄や以前ＪＲだった区間
も乗ることができません。

☆青春18切符とは？
　青春18切符とは、毎年春休みや夏休み、冬休みにあわせて販売される、

という切符です。名前にある「青春」という言葉や「18」という数字から「年齢制限があるのでは？」とい
う疑問が出てきますが、誰でも利用することができます。
　値段は1枚11,500円で、1枚で5回分利用できます。1人で5回分利用する方法や5人で利用する方法が便利です。
もちろん、3人で日帰り旅行して、余った2回分を誰かが利用するのも手です。

○乗ることができるのは？
　

普通列車・快速列車の指定席に座
りたい場合は、別に指定券を購入すれば乗ることができ
ます。「ホームライナー」などでも同様に、ライナー券を
別に購入すれば乗ることができます。今度から新しく、
「青春18切符＋グリーン車券」でグリーン車自由席にも
乗ることができるようになりました。

○１８切符で乗れる夜行列車を利用しよう。
　東京～大垣間を走る夜行列車に1日1本走る

があります。大垣始発東京行きは全席指定
席。東京発大垣行きは、小田原から自由席になる車両が
ありますが、座れないことが多いので、指定席を購入し
たほうが良いでしょう。特に春休みは利用する人が多
いので発売日（1ヶ月前から販売開始）に購入すること
をお薦めします.

　青春18きっぷを利用して前日からムーンライト
ながらに乗車したいときには、日付が変わるまでの
停車駅までの乗車券が必要です。0時をまわるまで
は普通乗車券で乗車ということになります。大垣行
きでは横浜までの乗車券、東京行きでは大府までの
乗車券が必要です。東京－横浜450円、名古屋－大府
320円です。臨時列車のムーンライトながらは、違う
場合もあるので時刻表をみて確認してください。

＊３月といえば
　　

　今回の東京行き紹介は、どうだったでしょうか？いろいろな行き方を探すのも楽しいですよ。
せっかくの春休み、どこか遠くに出かけてはいがですか？

　ＪＲ切符は、ＪＲ主要駅のみどりの窓口・旅行会社などで購入できます。また、
で購入することができます。生協では、切符の注文をして 15 ～ 20分くらい待つと購入でき

ます。駅で長い列を待つより、授業の合間に を買うと便利ですね。
　高速バスに関しても生協で取り扱っていますし、インターネットで探す方法もありです。

僕の
おす
すめ

文責：シュウセイ

行っ
てみ
たい
な
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これが青春18切符だ～

３月に毎年恒例の
ＪＲダイヤ改正が
あります。今年は、
３月１日にありま
す。

ベタだけど、やっぱりいちばん行きたいのは韓国！でも、行く前にまず韓国語をもっとしゃべれるようにならないと
なぁ…。（にゃっこ）



医学部医学科のある鶴舞キャンパス。そこの医学部基礎研究棟
の二階に新しくできたカフェがあるというので早速突撃取材に向
かった隊長！しかし基礎研究棟の中は、内装がきれいなだけで普
通の学部棟…。カフェのある気配がせず、ほんとにこの中にカフェ
があるの？と思って２階にいくと、なんと、文総の自習スペースみ
たいなところにちょっとしたカフェが！！壁に付けられた看板を
みて、ようやくここが目的地だとわかりました。内装はテーブルと
イス、カウンターが備え付けられており、それなりに快適そう。

■Shop data－お店情報

そろそろテストの季節ですね。図書館に急激に人が増えて来る時期です。食堂もお昼に集
中しなくなる時期です。この機会に食堂しっかり利用しましょう★そしてしっかり勉強をし
て、単位も落とさないように！！
さてさて、今回でイートNavi!も最終回。今回は、去年鶴舞キャンパスにできた、名大で一番
新しいカフェ、CAFE  CRANEに取材に行ってきました。

▽営業時間／ 
平日：10:00 ～ 18:00       土曜・休日：閉店
▽場所／
医学部基礎研究棟

▲お店にはカウンターがあり、ここで引
き立てコーヒーなどを注文できます。

▼お店のデコレーション。
スタッフ一同お店の環境に
は気を配っています。

Me~dia 2　moo × 2 の名大生協イートNavi ！

行ってみたい国というか地域は…南米です。アステカ文明の考え方や文化も気になるのですが、一番は南米と聞いて思
い浮かぶ色彩ですかね。赤茶や黄土色などのイメージに惹かれます。（みつを）



■Interview with Tencho－インタビューしてきました。

Me~dia 2 　moo × 2の名大生協イートNavi ！

■Tencho file
 －広報活動がんばりたいです！！

CAFE CRANEはIBカフェと同じく普段はパートさんが
切り盛りしているようです。責任者は鶴舞キャンパスの
購買の店長さんが兼任しているらしいです。
CAFE CRANEはいいお店何だけど広報活動が不十分で
みんな知らないのがちょっと残念とのこと。広報活動を
がんばってきたいそうです。

むー：

高浪：

むー：

高浪：

こんにちは！インタビュ
アーのむーです。
CAFE CRANEの責任者の
高浪です。今日はよろし
くお願いします。

早速ですが、仕事をする
上で気をつけていること
はありますか？
東山と比べると来られる
方が決まっているので、
お客さんをすごく大事に
しています。医学部の方
は野菜ジュースなどの健
康系のドリンクを買われ
るかたが多く、炭酸のの
みものは飲まない人が多
いので、置いてある品物

も気を遣っています。ま
たほかのカフェとは違う
特色として、ケーキを常
に販売しています。秘書
さんや、学部の女の子が
よく買いに来ます。

むー：

高浪：

むー：

高浪：

むー：

おすすめの品物はありま
すか？
挽きたてのコーヒーがお
すすめです。またゆず
ティーの素であるユジャ
ロンも売ってますよ★

最後に利用者に一言お願
いします。
ご利用ありがとうござい
ます。入れてもらいたい
商品を言ってもらえると
助かります。可能な限り
対応します。

ありがとうございました

今回でイートナビは最終回です。
ご愛読ありがとうございました。

文責：むー

いかがでしたか？名大生協で３つめのカフェ。スタッフみ
んな優しくとてもいい雰囲気でした。帰りに、ナビ隊長は４つ
ケーキを買って帰りました。鶴舞キャンパスは利用しない人
も多いけど、話の種に行ってみてはいかが？

▲CAFE CRANEにあ
るケーキ。どれも一
つ250円です。

　ケーキはカウン
ターで注文できます。

　

こ
れ
が
噂
の
ユ
ジ
ャ
ロ

ン
。ゆ
ず
テ
ィ
ー
の
も
と

で
す
。マ
ー
マ
レ
ー
ド
み

た
い
な
感
じ
。

オーストラリアに行ってみたいです。まだ南半球に行ったことはないので、どんな感じなのかを感じに行きたいです。
オーストラリアに行ったら、エアーズロック登ったり、珊瑚礁みたりして自然を満喫しよっかな。（くみ）



Me~dia 2　日本見聞録

　皆さん、こんにちは。私はナターリアと申します。去年の３
月24日に日本に来ました。
　日本に来る前にロシアの大学で５年間日本のことを勉強
していましたが、日本に来て、勉強した事と実際違う事がた
くさんあります。今からロシア人の目で見た日本の事につい
て話したいと思います。時々日本人を見て不思議に思った事
がいくつかあります。以下にいくつか挙げていきます。

日本人の不思議なところ
・ 男性がレディファーストではありません。
・ 男女ともアイロンを使う人は少ないです。
・ 日本ではマンガを読んでいる人が多いです。マンガを読む
ことが読書だと思っている人が多いです。

・ アルコールの度数の違うお酒を一度に色々飲む人が多い
です（ロシアでは度数をじょじょに上げて飲みます）。

・ 人はこちらが見ていない時はじっと見ているのに、目を合
わすと、見ていないふりをする人が多いです。

・ 地下鉄、電車で新聞、雑誌、携帯のメール等、のぞき見をし
ている人が多いです。

・ 日本では知り合い以外に挨拶も、もちろん会話もしませ
ん。

・ カンパイは一度しかありません。
・ 日本はごみの分別をしないといけません。

連　載

第４回

　今回の「日本見聞録」は、ロシアからの留学生・ナターリアさんにお願いしました。ナ
ターリアさんから見た日本人の不思議なところや、日本人がロシア人を勘違いしている
ところなどを紹介していただきました。

遠くても近いロシア
大学院国際開発研究科Ｍ１　

ナターリア・メテリョーワ（ロシア）　

・ 家族以外の親しい友人が少ないと思います。
・ 進物等、お返しをするという風習がロシアにはありませ
ん。

・ 早起きをする人が多いです。
・ カラオケが上手な人が多いです。
・ テレビ、メディアを使った首相の年頭の挨拶がありませ
ん。

・ ホームパーティをあまりやりません。
・ ロシアでは文字を書く時はペンを使う人がほとんどで、鉛
筆は使いません。

ロシア人と日本人の同じところ
　次にロシア人と日本人の同じところを述べます。
・ 栄養ドリンクを飲む人が多いです。
・ 愛国心が強いです。
・ 音楽で感情を表す人が多いです。
・ 両親を大事にしている人が多いです。
・ 親しくなったら、親切にしてくれる人が多いです。
・ 自然を大事にする人が多いです。
・ 頑張り屋さんが多いです。
・ ロシアではワビサビ、物のあわれ、一期一会などの日本的
な言葉と同じ意味の言葉があります。

日本人がロシア人を
勘違いしているところ
　次は日本人がロシア人を勘違いしているところを述べます。

日 本 見 聞 録

砂漠と歴史とロマンのある国にいってみたいです。例えばトルコとか中国内陸部とかシルクロードの通っている国で
す。あのあたりの文化の醸し出している雰囲気はとても好きです。そして実際に砂漠に自然の厳しさを突きつけられたい
のです。（ジュンヤ）



Me~dia 2　日本見聞録

・ ロシア人は70度のVODKAを毎日飲んでいると思っていま
す。寒いからお酒で暖めていると思っています（ロシア人
でもお酒がダメな人もたくさんいます）。

・ 日本のロシアンティーにはマーマレードやジャムが入っ
ていますが、ロシアでは入っていません。

・ ロシア人はみんなコザックダンスをすると思っています。
・ プーチン大統領はあやしいと言う人が多いです。目つきが
悪いとよく言われます。

ロシアの冬の行事
　今からロシアの冬の行事の説明をします。
　日本では12月25日はクリスマス、31日は大晦日、１月１
日はお正月です。
　ロシアでは１月１日はお正月、１月７日がクリスマス、そ
して１月14日は旧お正月です。ロシア正教では１月７日が
キリストの誕生日とされています。
　12月20日から30日の間に各家庭で家族全員で森に行き、
今年使うTREE（松）を切りに行きます。家に持ち帰り、部屋
に置き、みんなで飾ります。クリスマスツリーのように星や
ボールなどをみんなが思い思いにつけます。去年の飾りに
毎年新しい飾りを増やしていきます。飾りに年数を入れた
り、名前を書いたり、願い事を書いたりします。木の下にはプ
レゼントがいっぱいあります。ロシアではプレゼントを「寒
さおじいさん（サンタクロース）」、「雪子（孫娘）」、うさぎ、き
つね、リスからもらえるのです。たくさんのプレゼントでツ
リーの周りはあふれています。
　31日の夜は全員で集まり、０時前から大統領の挨拶が始
まり、新年を迎え、大統領の乾杯の音頭で新しい年を祝いま

す。HAPPY NEW YEARを祝った後、友人宅へ遊びに行った
り、友人とともに町へ出て、遊びます。多くの子供達がこの日
だけは朝まで思いっきり遊びます。
　１月７日はクリスマスです。朝、教会に行き、お祈りをし、
天使のカードを交換したり、プレゼントを交換したり、お菓
子を食べたりします。ロシアでは天使は守り神と言われ、と
ても好まれています。
　１月14日は旧お正月です。１月１日と同じように町では
イベントもたくさんあり、家族や友達同士で旧お正月を祝い
ます。もちろん、プレゼントは欠かせません。
　TREEは旧お正月が終わるまで飾ってあります。
　たくさんのプレゼントがもらえるこの季節はロシアの子
供達にとって、恋人たちにとって、家族にとって、とても楽し
い、素敵な季節です。

最後に
　これでロシアの紹介を終わります。もし皆さんには興味が
あったら、必ずいつかロシアに行ってみてください。そして
ロシアの冬を楽しんでみてください。
　ハバロフスクから日本の新潟まで飛行機で1時間45分で
来れます。しかし、新潟から名古屋まで四時間ほどかかり、ロ
シアから日本より新潟から名古屋のほうが時間がかかりま
す。遠い国ではなく、実は近い国です。
　これを機会に、もっと交流を深めていけば、遠くても近い
ロシアではなく、もっと身近な国になると思います。信じて
います。

ロシア連邦（Russian Federation）はこんな国

文責　留学生委員会

■面　　積  1,707万km2（日本の45倍、米国の2倍近く）
■人　　口 1億4,550万人（2002年10月国勢調査）
■首　　都 モスクワ
■民　　族 ロシア人が総人口の81.5％と圧倒的多数を占め、残りを多くの少数民族

が占める多民族国家（ロシア人に次ぐのはタタール人で3.8％、次いでウ
クライナ人2.9％、チュバシ人1.2％等） 

■主要言語 100以上の言語があるが、ロシア語が公用語。
■宗　　教 ロシア正教がもっとも優勢であるが、多民族国家を反映してイスラム教、

仏教、ユダヤ教等多数の宗教が混在。

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

お洒落なフランスの生の文化に触れてみたい☆　せっかく第２外国語で習ったというのもあるし。
あと、カウアイ島。授業でさんざん地元民について学んだから…。（ゆう）



カフェインには血液中脂肪の濃度を上昇させる作用があります。つまりエネル
ギーの代謝を良くして脂肪酸を分解するのです。ただし、お砂糖とミルクを使い
過ぎてはいけませんよ。過ぎたるは猶及ばざるがごとし…。

ショッカータイムス

～コーヒーの不思議～

あれよあれよという間に今年度ももう終わりですね。試験期間中は不規則な生活になって体調を崩しがちです。食事はバ
ランス良く摂り、インスタント食品などに偏りすぎないよう気をつけましょうね！

さて、今回の特集はコーヒーについてです。深夜までのテスト勉強。やってくる睡魔…。そんな時にはコーヒーを飲む人が
多いのでは？でもコーヒーが嫌いっていう人も多いでしょう？今回はそんなコーヒーについてのトピックをお届けします。

第28回

第一章　特集ページ

Me~dia 2　ショッカータイムス

コーヒーの木から採れる「コーヒーチェリー」と呼ばれる真っ赤な木の実を乾燥させて作られたのがコーヒー豆で
す。このコーヒー豆を煎り、細かく粉状に挽き、お湯で蒸らした物がコーヒーです。コーヒーの発祥地はエチオピアで、
千年以上前から飲まれてきたと言います。日本人一人当たりの年間消費量は283杯で、コーヒー豆の輸入量は世界第3
位なんです。

　コーヒーはアルカリ性飲料で、その中に含まれる成分は300種以上といわれています。中でもコーヒー成分の
　クロロゲン酸、カフェー酸、カフェイン、褐色色素などには老化の元凶といわれている活性酸素を抑える効果が
　あるとされています。また、カフェインには、利尿効果、刺激作用、活腸作用等の効果 があるとされています。

　さらに、コーヒーのその苦味と酸味、香りが、何よりも精神的なリラックスを誘ってくれます。

コーヒーに含まれるカフェインには血の流れを促進したり、利尿効果を高め、目覚めをすっきりさせたりす
る効果があります。また血流が促進されるということは、寒いときには体が暖まり、暑い夏には暑気当たりを防
いでくれると言うことです。

二日酔いとは、アルコールが肝臓で分解されて、炭酸ガスになる途中でできるアセトアルデヒドが原因です。
コーヒーのカフェインには肝臓の働きを活発にし、アセトアルデヒドを早く分解してくれる作用があるので
す。また、カフェインには利尿効果もあり、老廃物を排泄してくれる働きもありますので、二日酔いのあとも体
がスッキリとした気分になります。東北大の発表によれば、肝硬変の発症リスクを低下させる可能性があると
言うことです。

温かいコーヒーでリラックス！

遠浅な海がある太平洋上の島国に行ってみたいです。そして、そこでジェットスキーなどのマリンスポーツをしてみた
いです。（むらまさ）



最初に注ぐお湯の量がポイントです。最初に少し、丁寧
にお湯を全体に行き渡らせたら、注ぐのを止める。

お湯を注ぐとコーヒーの豆はふっくらと膨らんでくる。
それが落ち着く（表面が平らになる）まで蒸らすことが大
切。その間30秒くらい。 

お湯の温度は82 ～ 85度。ポットの蓋を開けて、手をかざ
して５秒くらい我慢できる程度の温度。
・インスタントコーヒーは、95度が適温

（香りを出す為）。
・コーヒーに向いている水は軟水 ミネラル

（カルシウム・マグネシウムなど）が少
ない、日本の水道水に代表される軟水が
向いている（紅茶と一緒ですね！）。

Me~dia 2　ショッカータイムス

    Ｑ1　コーヒーを飲むと胃が痛くなる?      

Ａ　

前述のカフェインには胃酸の分泌を促す働きがありま
す。 だから、食前の空腹状態にコーヒーを飲むと胃壁に強
い負担がかかって良くないのですが、逆に食後のコーヒー
は胃酸の分泌で食事の消化を助けてくれると言うことで
す。コーヒーが胃に悪いのではなく、カフェインが胃液の分泌を促した
だけです。

   Ｑ3  コーヒーって大人限定の飲み物？      

     Ａ  
日本では、子供のコーヒーは体に良くないと思われがちです

が、それは誤解。カフェインの摂りすぎが良くないと言うだけの
ことです。

   Ｑ2  コーヒーは心臓に悪いの？      

   Ｑ4 コーヒーは血圧に良くないのでは…？      

     A 
「適度なコーヒーの飲用では、血圧に影響しない。」という研究

結果が多く出ています。
血圧の上昇と、コーヒーの飲用は関係ありません。

                                                                              

                 

                 　　　　 

Ａ 
「コーヒーを多く飲むと、心臓病にかかりやすくなる。」と

言うことが以前は言われていましたが、最近の研究ではその
ような証拠は見当たらないことが分かりました。心臓病は、
不規則な生活や喫煙やストレスが原因で起こることが多い
のです。規則正しい生活を送る。これが健康の秘訣ですね！

カップにチョコレート・シロップを入れ、コーヒーを注
ぎ込みます。泡立てた牛乳が山盛りになるように注ぎ、コ
コア粉を振りかけて完成！

他にも、応用編としてチョコレートシロップの変わり
にココアを入れると、カフェ・ジャバになります。アイス
コーヒーにコーラを入れると、コーヒーコーラ。アイス
コーヒーにアイスクリームを浮かべてコーヒーフロート
にしても良いですね！

さまざまなアレンジで、自分なりに楽しんでみてくだ
さい！！

エジプトに行ってみたいです。ラクダに乗ってピラミッドを見たいです。考古学者の吉村作治さんにも会えるかも!?(す
の)



第二章　 料理魂

餃子（10個分の材料）

Me~dia 2　ショッカータイムス

白菜 　　         500グラム
ニラ  　　　       75グラム
牛・豚ひき肉（合い挽き）

                            150グラム
塩　　　　       小さじ1
サラダ油　       大さじ1

（調味料）
塩　　　　　   小さじ1
オイスターソース
　　　　　　   大さじ1/2
こしょう　　   小さじ1
ごま油　　　   大さじ6
にんにく　　   お好みで

.  大きめのボウルに薄力粉、強力粉、塩を入れて混ぜ合わせ、中央をくぼませる。

.  熱湯を少しずつ加えて、まわりの粉をくずしながら混ぜていく。

.  まとまってきたら、表面がなめらかになるまでよく練る。

.  ラップに包み、１時間寝かせる。

. 4.の生地を直径2cmくらいの棒状に伸ばし、約5gずつにちぎる。

.  麺棒を手前から向こうに動かして薄い円形にのばす。
　　（ふちは薄く、中央は少し厚めにする。）

これを10円玉のサイズに
ちぎっていきます。

よくこねるのが
おいしくなるコツ！

熱湯に気をつけましょう。

→ →

行ってみたい外国…うーん…余り無いですf(^^;)。日本が一番(むー )



Me~dia 2　ショッカータイムス

～

.  白菜はゆでてから水分をきって、みじん切りに、にらはみじん切りにし、一つにまとめておく。

.  ボウルにひき肉を入れ、調味料、胡麻油を加えてよく練る。

.  2.に1.とおろしニンニクを加え、よく混ぜ合わせたら、バットに入れて冷蔵庫で休ませる。

.  3.を皮で包み、フライパンに油をひき、餃子を並べて焼く。 
 大さじ1の片栗粉を水1/2カップで溶いたものを加えて、ふたをして強火で焼いてもＯＫ。

完成！

→ →

皮に対して具を少なめに 
しましょう。

フライパンをよく熱して
から焼きましょう。

12月の終わりに料理会をやりました。今回は餃子。しかも皮から作るということで、全員いつ
も以上に気合を入れて作りました。

作ってみた感想は、意外と簡単（！）でした。さらに、食べてみた感想は、とってもおいしい！皮
なんて面倒くさいと思う人も多いかもしれませんが、食べてみると違いが分かります。皮の外は
パリッと。そして中はもっちり。なかなか市販の皮では味わえない、独特の食感なんです。

餃子は手作りしようとすると、量が多くなるのが難点。1人分だけ作るのも味気ないですしね。
だから、餃子パーティをすることをオススメします。

○冬のイベント
冬と言ったら屋根雪下ろし。身長ぐらい積もった雪にスノーダンプをつきさして１ｍ四方ぐらいの大きな固まりで落と

すのが気持ちがいい。雪をある程度落とした頃には２階に届くくらいの雪山が屋根の下にできていて、その上に飛び降り
るのがまた気持ちいい。家族総出の一大イベントです。（のん）



今回の当選者は さんです。

おめでとうございます。

Me~dia 2　頭翔智閃～あたまかけるちえのひらめき～

　　    明　
　　    ↓
流  →  星  →  霜
　　    ↓
　　    座

①

あさ　芋焼酎　エイトセンシズ　かときち
気をつけダルマ　玄米フレーク　シウォン　じょ　新之助
Love　白　そう　ダニー・チュン　ちか　没一　魔術師
みかん　メガネ君　モリゾー　cours　T@K（敬称略）

◆正解者◆

左から並べると、　ネ・ツ・ネ・マ・ン・シ・ン
並べ替えれば…

。  「年末年始」でした。

　　    音　
　　    ↓
悪  →  質  →  感
　　    ↓
　　    量

② 　　    命　
　　    ↓
夢  →  中  →  立
　　    ↓
　　    国

③

　　    結　
　　    ↓
口  →  実  →  際
　　    ↓
　　    行

④ 　　    青　
　　    ↓
滑  →  空  →  気
　　    ↓
　　    間

⑤ 　　    極　
　　    ↓
広  →  東  →  海
　　    ↓
　　    山

⑥ 　　    大　
　　    ↓
陣  →  地  →  価
　　    ↓
　　    面

⑦ 　　    万　
　　    ↓
唯  →  一  →  途
　　    ↓
　　    門

⑧

ちなみに⑥は「大」でも意味が通るのか
な？地名だったので難しかったかもしれま
せん。

衝動買いです。クリスマスセールやお正月セールに乗じて、かなりまとめ買いをしてしまいます。そして家族に
ゲームソフトや何やらを振りまいています。我が家にはサンタさんが来たことがないので、
自分が童心に返ってサンタしています、ってことなんですね～。（だつ）
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Special Thanks To  SHO
　文責：のん

今回のお題は「頭翔智閃」の始ま
る前に「Me ～ dia Puzzle Center」
を連載していたSHOからの出題で
す。

「こんなのもあり!?」な間違いも
あるので、注意深く探してくださ
い。

さてさて、いつも通りなら、図書
券は全問正解者がいる場合は抽選
で、ということになります。が、も
しも全問正解者がいなかったとき
は…

なので、「全部見つけられなかっ
た～」という人も見つけた間違い
を全部アンケート用紙の解答欄に
記入してください。

それでは、たくさんのご応募お
待ちしています☆☆☆

もちろんお正月☆満員電車のような混雑のなか、神社に参拝に行ったのが懐かしいです。今年のお正月？１月１～５日
まで屋台でバイトしてました。殺人的な忙しさだったけど、たくさんの人と話せたのはよい経験になりました。（みっくす）
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　２月。冬から春へ。卒業・進学という節目の季節、そして花粉が飛ぶ季節でもあります。で
も寒いものは寒いのです。こたつに入ってのんびり伝言板を読んで投稿してみませんか？

前回募集した投稿　その１

花粉症について 卒業シーズン

　花粉症にはヨーグル
トが効くとテレビで
やっていたので、１月

頃から食べてました。なのに効かな
かったよ、ヨーグルト！！（かときち）

　高校の卒業式で式
の間は全く涙は出な

かったんですけど、式の後教室に
戻って担任の話が始まると涙もろ
い僕も含めて９割の生徒が涙涙涙
…というかほんまに皆号泣でした。
３年間同じクラスメイト同じ担任
だったからその分余計に悲しさが
こみ上げました。今でも高校のメ
ンバーとは何かあるごとに花見や
飲み会をしています。これからも
切りたくても切れない縁で結ばれ
た友達とは一生付き合っていきた
いです。 （玄米フレーク）

　高校の卒業式、教室で育てていたポトスをもらいました。やた
らと成長して、今では元の倍くらいになってます。 （白）

　花粉症対策は出掛け
るのは夜にするです。
最近は夜遅くまでやっ

ている店も多いし、大学生だと春休
みとかで学校行かなくてもいいんで
昼は家でゆっくり休んでます。
 （モリゾー）　ずっと花粉症で目と

鼻をやられてましたが、
去年くらいに治りまし

た！ヨーグルトとか効くらしい。
 （気をつけダルマ）

　小学生の時に比べる
と、かなり症状が軽くな
りました。特に対策とか

とってこなかったんですが…何故だ
ろう。しかしまぁ現代病ですよね。
アレルギー体質の人が多いですし。 
 （そう）

　個人差があるということなんで
しょうか。自分に合った物が見つか
るといいですね。 （みっくす）

　花粉症の原因は花粉だけでなく、
排気ガスや食生活にもあるという話
を聞いたことがあります。たくさん
ヨーグルトを食べたんですか？
 （みっくす）

　アレルギー体質の人は昔より増え
ているらしいですね。化学物質が原
因とか言われていますが、実際はど
うなんでしょうか。 （みっくす）

　花粉症って昼がひどいんですね。
休みが長い大学生の利点を生かし
てゆっくりして下さい。 （みっくす）

　ポトスってどんどん大きくなりませんか？それにしても、思い出の品
に植物というのは珍しいですね。水をやるたびに高校の時の思い出がよ
みがえるようでよいと思います。 （みっくす）

　涙って伝染しますよね。一人泣き
始めるとどんどん周りに広がって。
 （みっくす）

　うらやましいです～。 （みっくす）
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前回募集した投稿　その２

外国の体験談

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）　みっくす＆くみ
イラスト　にゃお

その他

　冬は何かと出費が多
いのでなかなか貯金で
きませんよね。だから

私はもうずっと 500 円玉貯金をし
てますよ。500 円玉を見つけたら貯
金箱に入れるという手軽さが私には
合ってるみたい。たまにしかないの
で、そんなにつらくないしおすすめ
です！けっこうたまりますよ☆
 （かときち）

　●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。

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。アンケート
は声カードボックスに投函してね。

新学期への抱負

名大内のお気に入りの場所 好きな季節とその理由

　食事はサンドイッチ
などのパンを週何日、
生協で取るのを週何日

と設定して、節約しています。なか
なか満腹にならないのがつらいです
がガマンです。 （みかん）

みんなのお金事情

　海外に行ったことは
無いんですが韓国に行
きたいです。本場のキ
ムチが食べたいです。

（決して冬ソナブームにのっかって
るわけではないです） （芋焼酎）

　食費の節約。そしてその代償とし
て空腹との戦い…。自宅生の１ヶ月
の食費（外食費）の相場ってどのく
らいなんでしょうか。下宿生の永遠
のテーマだと思っていましたが、自
宅生でも変わらないんですね。
 （みっくす）

　500 円玉を１缶ためると 100 万
円という貯金箱をを見た記憶があり
ます。そういう貯金箱を使っていら
れるのでしょうか。最近は、貯金箱
も工夫が凝らされているものが多く
見かけます。面白いものを買うと、
思わずお金をいれたくなります。お
金をいれると動くとか…。続かない
んですけどね。 （みっくす）

　やはり本場のモノは味が違うので
しょうか。韓国はキムチのほかにも
美味しそうな食べ物がいっぱい。辛
い物好きな人だけでなく、美味しい
物を食べたい人はぜひ。最近はお手
頃価格で行けるらしいですし。

（みっくす）

　名大内のオススメスポット、その理由を教えてくだ
さい。メジャーからマイナーまで幅広く募集します。

　あなたの好きな季節はいつです
か？理由も併せて教えてください。

　中学の時オーストラリアにホームステイに行ってきました。
国際交流ってとても楽しいです。大学生のうちに少なくとも１
回は留学したいです。留学先はフランスかアメリカで。 （あさ）

　留学ですか。フランスということは第2外国語、フランス語選択ですか？
せっかく学んだのだし、留学して実践してみるのもいいですよね。 （みっくす）

　新学期。それは新しい始まり。Me～dia伝
言板であなたの抱負を宣言してみませんか？

旅行や留学の思い出や、外国へのあ
なたの想いなどを語ってください。

　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など。
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→お祭りで盛り上げるぞ！という目的
もあって実施していますので、いい感じ
で良かったです。 （足立）

→レシート合計で3,000円以上ならばよ
いので、購買でこつこつ買ってためると
か、ちょっと高い本を買うなどすると応
募しやすいかと思います。次の機会にま
たよろしくお願いします。 （足立）

→結果が張り出されましたが、みなさん
ちゃんとチェックされましたか？僕も
応募しましたが…。 （足立）

→こんなフェアがあるといいな～、とい
う要望などもあれば教えてくださいね。  
 （足立）
 

→北部厚生会館２階の生協本部まで至
急お越しください。 （足立）

→これからも活動の内容を伝えていき
たいと思います。 （編集部）

→推薦入試の対応や冊子制作などある
ので、学生委員会の新歓は早くなってい
ます。最近の様子は今回の学生委員会だ
よりで報告しています。 （編集部）

→シンプルな中にこそ奥深さが潜んで
いるんだと思います♪ （ゆぅ）

→数学の力というか、数学を通して身に
つけられる論理的思考能力は、「algo」を
通してもUPすると思いますよ★ （ゆぅ）

→また何かあれば是非紹介します★  
 （ゆぅ）

→楽しみながら頭も柔らかくなるので
一石二鳥です♪ （ゆぅ）

→職員さんにお願いしてみたところ、南
部生協にも置いてもらえることになり
ました☆近々置かれると思うのでお楽
しみに♪ （ゆぅ）

→何も買わなければ散らからない。物質
は保存するという自然界のもっとも基
本的な法則ですね。 （ジュンヤ）

→生活感を失わず、しかも部屋をきれい
に保つことは難しいですね。緻密な購入
計画が必要です。 （ジュンヤ）

→ちょうど文庫本が収まるサイズです
よね。仕切りを有効活用することは収納
術の基本です。アドバイスありがとうご
ざいました。 （ジュンヤ）

→なるほど。使わない物を思い切って捨
てる基準を設けるのもいい手かもしれ
ません。 （ジュンヤ）

私が通っていた高校では、３月に予餞会（いわゆる３年生を送る会）が行われます。１、２年生の各クラスがいろいろ出し
物をがんばっていました。私も歌とかダンスとか練習したな～。いい思い出です。（にゃっこ）
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→思い切って20畳くらいの部屋に引っ
越してしまいましょう。これで多少散ら
かって大丈夫だ！あ、しまった！範囲が
広くて掃除が面倒い！←筆者の現状  
 （ジュンヤ）

→そうなんですよ。魚は栄養たっぷり。
食堂でもおいしく調理されているので、
是非食べてみてください。 （ショッカー）

→ご意見ありがとうございます。確かに
魚を選び方も重要なポイントですよね。
次回以降の課題にします。 （ショッカー）

→魚卵ですか。そこまでは気づきません
でした…。すいません。たしかにおいし
いですね。私はイクラが大好きです！で
も、高い…。 （ショッカー）

→ありがとうございます。勉強になりま
す。ブリの塩焼きにレモンをぎゅっと
…。想像するだけでお腹が空いてきまし
た…。 （ショッカー）

→気がついたら友達がインフルエンザ
を引いていたりして…。今年は大丈夫で
すか？ （くみ）

→大学での生活に何か原因があるかも
しれませんね。例えば栄養不足とか、長
い通学によるストレス・空気の悪さと
か。 （くみ）

→いろんなうがいの仕方があるんです
ね。舌を出してうがいをすると効くとい
うのも聞いたことがあります。 （くみ）

→基本的には同じだそうです。炊いたも
のを洗って炊くものを雑炊というとか
いろんな説があるようです。 （くみ）

→風邪に効くオリジナルメニューのレ
シピがあれば教えてくださいな。 （くみ）

　ゆ～どん、気になってはいたのですが
行く機会は無く…。参考になりました。

（そう）
→是非利用してみてください☆  （むー）

　生協食堂界のヨン様－「ヨン様なりき
り福袋（←デパート初売りの目玉商品だ
そうです）」も活用して身も心もヨン様
になってみては…。 （ダニー・チュン）
→それは是非店長さんに勧めなくては
…  （むー）

　文系学部生に北部にあるゆ～どんは
キツイ。 （魔術師）
→確かに、普段なかなか北部食堂まで足
を運ぶのはきついとおもいます。たまに
北部に行く用事があったらよかったら
寄ってみてください。  （むー）

　ゆ～どん遠いです。あと目立たない。
いつも帰り際に気づきます。 （白）
→何か入り口で、広報ができると良いか
もしれませんね☆  （むー）

　なんか久しぶりにゆ～どん行きたく
なったなー。 （エイトセンシズ）
→僕も、取材しに行った時にまた行きた
くなりました☆  （むー）

　63円のサラダは嬉しいですね。でも
実はちょっと気になる事が。野菜はどの
程度洗ってくださっているのでしょう
か？コストの面から？？と思う今日こ
の頃です。 （うえすぎようこ）
→どうなんでしょう。今度機会があった
ら調べてみます。  （むー）

最近寒いので、暖かいものが食べた
い。 （COURS）
→ですよねー。ゆーどんなら、うどん
とかそばとか、北部食堂なら鍋物とかが
良いんじゃないでしょうか？あと、自炊
でキムチ鍋なども温まりますよ☆
  （むー）

　授業が理学部棟なのでほとんど北部
周辺には行かないけどこういったこだ
わりとかがあったんだなぁと思い、行っ
てみる価値を見いだすことができたよ
うな気がします。 （玄米フレーク）
→ありがとうございます。イートNavi!
を読んでこういったことを言っていた
だけるとすごく嬉しく思います。

（むー）

冬の数ある楽しみの中でも際だって好きなのが『えべっさん』またの名を『酉の市』です。すごく賑やかで楽しいですよ。
お祀りそのものよりも、何より露店が特徴的なのが…。他の祭りに比べて多種多様です。（みつを）
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→１年間って短く感じるけど、その中
でよかったこと辛かったことなどが詰
まっているといいんじゃないかなと思
います。 （くみ）

→顔のイラストはほとんどこちらで用
意しているのですが、自作の絵がある人
はそのイラストを使っているんですよ
～。そうさんももしよかったら、次回は
イラスト付きでアンケートを出してみ
てください。 （みっくす）

→今度はMe～ dia12を読み返してくだ
さい。 （編集部）

→Ⅰや①は、機種依存文字といって、
MacとWindowsの間でメールの交換を
するときは(月)とかに変換されて意味分
からなくなるから注意が必要ですね。  
 （編集部）

→実際に食べた人に聞いてみました。曰
く、「味は、コロッケの衣とチョコレート
が胃の中で不調和音を奏でる。また、食
べると確実に太る気がする。」だそうで
す。ただ、話のネタとしてはいいとのこ
となので、ぜひ一度ご賞味あれ♪
 （編集部）

→今回も新しい名前が増えました。枠
いっぱいに回答者の名前があって幸せ
です。 （編集部）

→担当者もアンケートでたくさんの人
の文章を見るのを楽しみにしています。  
 （みっくす）

→風を切って走るのは春や夏だけでい
いですよね。最近は寒くなると家まで自
転車を押して帰っています。家から大学
が近いので。 （みっくす）

→重ね着は温かそうですけど…私みた
いな服に限りのある下宿生が重ね着し
すぎると、大変なことになってしまうの
です。特に雨が続いた日なんて。もっと
洗濯の回数を増やせばいいんですけど
ね。きっと。 （みっくす）

→聞いた話によると、家庭教師をたくさ
ん入れつつ、コンビニの深夜バイトなど
もやるとかなりたまるみたいですよ。
問題は本業の勉強との兼ね合いですか
ねぇ。大学生はすること多いですし。  
 （みっくす）

→元が手書きだし、スキャンして印刷し
たって温かさは伝わると思いますよ。大
切なのは年賀状を書いた想いというこ
とで。いまだに返信できていない人たち
がいて、寒中の時期も過ぎてしまったの
ではないか、と不安になっている人が言
うことではないですけど。 （みっくす）

→あ、確かにそうですね。他にも色々な
ことに使われてます。「葬式によく使わ
れる花」ということでお願いします｡｡｡  
 （のん）

→どんな言葉をいれたのかは分かりま
せんが、悩んで頂けると作者としてもう
れしいです。 （のん）

→確かに個人名とかは知らないと分か
らないですね。でも他は解かれてしまっ
たということで、これからも難しいけど
正統派なクロスワード作りに精進しま
す。 （のん）

→お～！そうなんですか！是非レシピ
と作ったプリンの写真を送ってくださ
い。Me～ diaに載せたいと思います。  
 （ショッカー）

→そうなんですよ。私たちも一度失敗
し、二回目でようやく成功しました…。
でも、レシピ通りにやれば大丈夫です！
…多分。 （ショッカー）

→そうなんです。実は茶碗蒸しより簡単
なんですよ。ただし、蒸し加減に要注意
です。 （ショッカー）

豆まき！数年前までは、家や庭にたくさん豆を撒いたのですが、流石に下宿とか大学の周りではやれませんね…。今年は
巻きずし（注：恵方寿司ではない）を買って気分だけでも味わう予定です。（くみ）
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→ありがとうございます。ペンとかでな
ぞらずに、鉛筆のままで印刷するとあん
な感じになるんですよ。これからも味の
ある絵をいっぱい描いていきたいと思
います。 （にゃっこ）

→私の絵がそんなことを考えさせたと
は…。でも、確かにサンタクロースは、あ
らゆるものを超越した存在のようなか
んじがしますね。 （にゃっこ）

→え！？そうなんですか？初耳です。日
本以外は…、今度インターネットで調べ
てみます！ （にゃっこ）

→喜びのクリスマスがみなさんにやっ
てきているといいですね♪ （ゆぅ）

→太い鉛筆で書いてみました。心まです
さんでしまってはもったいないですよ
☆ （ゆぅ）

→はい。少し想いを込めて書いてみまし
た。楽しんで頂けて光栄です☆ （ゆぅ）

→インターネットで探してみると結構
見つかりますよ。 （編集部）

　季節はずれだけど

→ありがとうございます（笑）。編集部員
の普段の？一面をご覧下さい。 （編集部）

→途中で数え間違えたり、飽きてしまっ
たりしているかもしれません。 （編集部）

→岐阜は、織田信長が中国の周が岐山
（ぎざん）を中心として中国を統一した
ことにちなんでつけたと言われていま
す。 （編集部）

→10月～ 4月まで色んな所で活動して
ます。 （全新歓）

→新入生が不快に思わないような細道
をつくっていきましょう。勧誘よりは紹
介をメインにお願いします。 （全新歓）

冬になると筋トレを日課に組み込みます。筋トレのメニューは腹筋→腕立て→無意味にはしゃぐ→奇声を発する、です。
これを３０分続けていると脂肪が燃焼して体が温まってきます。そして暖房を使わなくても快適に冬の夜を過ごせるので
す（ジュンヤ）



　2005年度全学新入生歓迎実行委員会の構成団体とオブザーバーが決定しましたので
お知らせします。

　・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）

全新歓公示 ～その２～

ぜ ん し ん か ん

　2月16日（水）に行います。*推薦合格おめでとう袋の
配布をし、同時に*一括納入をします。

　2月25日（金）と3月12日（土）に行います。受験生に対
し、試験会場までの道案内をしたり、*合格祈願袋を配
布したります。

　3月14日（月）、15日（火）と3月26日（土）に行います。
前期、後期とも豊田講堂で行います。*合格おめでとう
袋の配布や部活やサークルの紹介をします。そこでは*
一括納入と各種新歓企画の受付を行います。

　4月5日（火）の大学入学式の後に行います。場所は豊田
講堂内とテラスです。講堂内のステージパフォーマン
スやテラス特設ブースでの部活、サークル紹介があり
ます。

　4月3日（日）、クラス役員の選出をして終わるだけでなく、
友達作りを出来るような、クラスのまとまりの第一歩として
やっていきます。

*構成団体
　構成団体とは「名古屋大学に所属する学生団体で、新入生を歓迎す
る意志があり、全新歓の活動に際して人員、資金が出せる団体として、
本会において参加を認められた学生団体を指し、会議に置いて自由な
意見は認められ、議決権を有す（全新歓規約）」団体のことをいいます。

*オブザーバー
　オブザーバーとは「名古屋大学に所属する学生団体で、新入生を歓
迎する意志があるが、全新歓の活動に際して人員、資金を十分に出せ
ない団体として、本会に置いて参加を認められた学生団体を指し、会
議において自由な意見は認められるが、議決権を有さない（全新歓規
約）」団体のことをいいます。

*一括納入
　入学手続き時に全学生に納入してもらっています。このお金は名大
祭、体育会、文サ連、全学会の活動資金となります。学生が自らの学生
生活をおもしろくする活動のために使われているんですよ。

*合格祈願袋、（推薦）合格おめでとう袋
　新入生に渡す企画紹介パンフレット、『入学準備ガイド』、部活・サー
クル紹介パンフレットetc．が入っています。皆さんももらったことが
あるはずですよ。

Me~dia 2　全新歓公示～その２～

自分の誕生日。12月はとてもわくわくします☆彡（ゆう） 
運動不足解消のためと駅伝に触発されて、冬休みにはよくジョギングをしています。（むらまさ）



Me~dia 2　新入生に声を贈ろう

文責　名大生協学生委員会

どんど焼き。地元長野では1月の中旬にお正月飾りやダルマ、そして書き初めなどを積み上げて燃やし、繭玉を焼いて食
べるという行事があります。地方によりいろいろな呼び方があるみたいです。最近では環境に配慮してあらかじめお正月
飾りのプラスチック部分や金属部分を取り外すらしいです。(すの)



　2004 年度 3月（2005 年 3月）に名古屋大学・大学院を卒業・
修了する予定のみなさん。生協に関する手続はもうお済みで
すか？ここでは、「まだ手続してない」「なにをやればいいん
だっけ？」という方のために、生協に関する手続を簡単に説
明します。

どっちの手続が
必要かな？

Ａ .生協の脱退手続
2004年度卒業・修了予定のみなさん
へ、12月中に自宅（帰省先）宛に手続
に必要な書類を送付しました。まず、
その書類の中から①「脱退届」、②「払
出票」を準備してください。

①「脱退届」、②「払出票」を記入見本に
したがって記入し、「組合員証（COPA
カードまたは緑色と白色のカード）」
及び「生協組合員加入出資金預り証」
を、北部厚生会館２階組合員コーナー
にお持ちください。

何らかの都合で書類を受け取れな
かった方・生協組合員加入者証を紛失
された方は「組合員証」（と「生協組合
員加入者証」）を組合員コーナーにお
持ちください。

2004年度卒業・修了予定のみなさ
んへは、12月中に自宅（帰省先）宛
に手続に必要な書類を送付しまし
た。まず、その書類の中から①「所属
変更届」を準備してください。

①「所属変更届」を記入見本にした
がって記入し、北部厚生会館２階組
合員コーナーにお持ちください。

何らかの都合で書類を受け取れな
かった方も、組合員コーナーにお越
しください。

組合員証の有効期限のほか、共済・
学賠の有効期限も、加入時に想定さ
れた卒業・修了年度までになってい
ます。合わせて変更の手続をしてく
ださい。
　→「3.共済の継続手続」へ

●

●

●

●

●

●

● 2003年度卒業・修了予定のみなさん
へは、自宅（帰省先）宛に手続に必要な
書類を送付しました。その書類の中か
ら「払込取扱票」を準備してください。

「払込取扱票」に必要事項を記入し、掛
金を添えて郵便局で支払い手続をし
てください（２年間の継続で、加入プ
ランを変更しない方はコンビニでも
手続が可能です）。

何らかの都合で書類を受け取れな
かった方も、組合員コーナーにお越し
ください。

●

●

●

このほかにも分からないことなど
があれば、名大生協のホームページを
見るか、北部厚生会館二階の組合員
コーナー（052-781-1111）までお越
し下さい。

冬のイベントといえば、僕の故郷で言えばどんど焼きですかねぇ。インターネットのニュースを見ると、どんど焼きは成
人式でやる物だと思って問い合わせが殺到したとか…ほんとは小正月にやるらしいです。（むー）

Me~dia 2　卒業・修了予定のみなさんへ

Ｂ.生協の更新手続 Ｃ.共済の継続手続
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　Me-dia2のアンケート締め

切りは2月28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月上旬頃発

行です。お楽しみに!!

　冬休みはゆっくりと
過ごせると思っていた
のに、課題やレポート
のために、あまりゆっ
くりとできなかった。
その上、２月からは嫌

なテストが待ち構えている。今期は
コマが多いから相当しんどそうだ。
テストが終ると新歓活動が再開す
る。新歓活動が終ると、もう授業が
始まっている。これでは、のんびり
としていられないな。まぁ、ただ時
間を持て余しているよりは、少しぐ
らい忙しいほうがいいかもしれな
い。 （りじゅ）

　今年、初めて名古屋
の冬を経験しているの
ですが…とても寒いで
すね。実家では１月に
なってから着ていた服
を今年は11月から着て
いたり、ハロゲンヒー

ターにはりついたりしています。
もっと寒いところから来た人たちに
は笑われそうですが。そして、寒さよ
り辛いのはひたひたと近づいてくる
テストですね。緊張すると記憶が飛
んじゃうんですよ。「ああっ、さっき
までみてたとこじゃん！」みたいな
…人って書いて飲み込んだって私に
は効果ないんです。 （みっくす）

　もうすぐ、大学に入っ
て１年が経とうとしてい
ます。早いものですね。さ
て、大学に入って変わっ
た事は、電車に乗るよう
になりました。去年１年
間で、特急列車は、帰省で

お世話になるしらさぎを始め、サンダー
バード、はくたかなどに乗りました。新
幹線では、のぞみ、ひかりレールスター、
ときなどに乗りました。もちろん、快速
アクティーなどのJR在来線にも乗りま
した。今年は、JR東海の特急・近鉄やパ
スネットが使える私鉄・東京や大阪の地
下鉄・高速バスのうちいくつかは乗りた
いな～と思っています。　（シュウセイ）

　自転車のライトの電
球が切れたので、思い
切って「マジ軽ライト」
に交換しました。マジで
軽い！原理としては、タ
イヤのスポーク部分に
磁石が入った部品を取

り付け、ライトに内蔵されたコイルの
近くを磁石が横切るときに発電をす
るというものです。「フレミングの法
則」を応用したものです。接触部が無
いので抵抗が無く、音もしません。白
色発光ダイオードを使用しているの
で寿命は5000時間程度らしいです。
たぶん自転車の方が先に壊れます。
http://www.magicallight.jp/ （すの）

　今年は意外と暖冬のよ
うで寒かった気がします
(>_<)お正月あたりから急
激に寒くなって、名古屋
でも雪が降ったらしいで
すね。

　最近は地震も多いし、台風多かったし
全く地球はどうなっているんでしょう？
　さて今回でイートナビも最終回でし
た。今までご愛読ありがとうございまし
た。もしかしたら、生協まつりなどで今ま
でのイートナビの記事をまとめた単行本
を作るかもしれません。そのときはまた
よろしくお願いします。 （むー）

　この間ついに新しい
パソコンを買いました
☆おかげで、家でMe-
diaの記事を書いたり
パズルを作ったりDVD
録画ができたりなど

便利で楽しいのですが、今回のパズル
はSHOさん作となってます。時間がな
かったんですね、たぶん。来月こそは
自分でパズルを作るのでおてやわら
かにお願いします。ちなみに今回の間
違い探し、自分は10個しか見つけられ
ませんでした…。みなさんはぜひ12個
全部見つけてくださいね。 （のん）



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。

溶かし続け
るのは

“あなたがどこか
で生きて

いると
思う
から

あたしも　ガンバレル”

＊＊☆この
想い、

届け☆
＊＊

あなたのその笑顔

いつまでも私の氷を
ココロ




