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　Me～ diaは、名古屋大学生協学生委員会が製作、
名古屋大学生協理事会が発行している無料の生協
情報誌です。年６回（４月、６月、７月、10月、12月、
２月）の頭に発行しています。

Ｍｅ～ｄｉａの置き場所

南部厚生会館１F
南部食堂出口
全学教育棟（三カ所）
フレンドリィ南部出口

北部購買入り口（1F）
北部食堂出口（2F）
理系カフェテリア出口
理系中華食堂入り口

理系ショップ
農学部購買
PRANZO（プランゾ）
学生会館

　Me ～ dia（めーでぃあ）は1988年11月から発
行されており、６月号で100号を迎えます。『名大
（Meidai）の一大メディア（Media）たれ』という理念
のもとに名付けられた…と言われています。

　生協のお得な情報（フェアや食堂での特別な企画な
ど）はもちろん、それぞれの時期にあわせて役立つ記
事をお届けしています。生協の購買や食堂、など、学内
で配布しているので気軽に手にとって下さいね。

Me~dia 4　Me~dia はこんな冊子です。

はこんな冊子です。
Ｍｅ～ｄｉａ

文責：前中　允瑠

め～でぃあ

　Me～ dia ってそもそも何？　

　いつ発行しているの？　 

　どんな内容？　

＊＊＊ここはページ下コラムです。＊＊＊
　こんにちはMe~dia編集部です。このページ下では、編集部員からのオススメ情報や季節の話題に体験談、生協のミニ情報
などが掲載されます。（編集部）
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Me~dia 4　総代会のお知らせ

文責：常任理事　前中允瑠

＊＊＊自己紹介＊＊＊
　まずは定番自己紹介☆学生委員会にはあんな人やこんな人がいるのです。気になる人がいたらアンケートで声をかけて
あげてください。（編集部）

第 77 回通常総代会のお知らせ
名古屋大学消費生活協同組合組合員の皆様へ

○総代会とは？
　生協は組合員の出資（加入時に出資金を払い、脱退時に

出資金を返還する）によってなりたっています。さて、世の
中には生協と似たようなシステムがあります。それは株式
会社です。株式会社は株主が株式を購入し会社に出資しま
す。そして株主総会で役員の変更や1年間の運営方針を承認
します。生協は組合員が出資金を払い生協に出資します。そ
して株式会社の株主総会に相当するものが、生協の総代会
です。総代会では役員（理事・監事）を選んだり、1年間の運
営方針を承認したりします。

○総代会に参加するのは？
　総代会には本来的には全組合員が出席できればいいのですが、そんなこ

とになるととんでもないことになってしまいますよね。そこで、各階層（学
部生・院生・教職員）から「総代」という代表を選びます。そして総代が議案の
議決に参加します。学部生の場合は毎年4月の新旧交歓会で選出されていま
す。また、生協委員は議決権はないけれども議案等に意見を言う「オブザー
バー」として総代会に参加します。生協委員以外にも総代以外の組合員は全
員「オブザーバー」として総代会に参加できます。

▲昨年の総代会の様子です

　名大生協では毎年5月末頃に総代会を行っています。今回はその総代会の説明とお知らせを
します。総代会は生協の運営に関わるもので、組合員のみなさんにとってとても重要なものです。
総代や生協委員はもちろん、そうでない人もお読み下さい。

　議案の説明や全体での発
言、議案採決、役員選挙やグ
ループ討論を行います。グルー
プ討論では、テーマごとに参加
者が分かれて職員さんも交え
て少人数で議論します。その結
果は今後の生協の運営に活か
されます。

▽総代会でやること
○今年の総代会の日時

　第77回通常総代会は、

 5月27日（金）17:00 ～ 20:30

             南部食堂ホールで行います。

▲テーマブースの試食の様子です
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Co-op
Information

寒い冬が終わり、桜のきれいな
暖かい季節がやってきましたね。
４月と言えば…そう、新学期。今年
も名古屋大学にはたくさんの新入
生が入ってきました。みなさんご
入学おめでとうございます。新入
生のみんなは、これからの大学生
活に期待を膨らませていることで
しょう。ぜひ色んな事にチャレン
ジして下さいね☆上級生のみんな
も授業がいやだなんて言わずに頑
張っていきましょう！

では、今月のCo-op Information
です。

大学でお店を担当している生協。生協では、季節ごとに様々な企画をおこなってい

ます。例えば、寒い冬の時期だったら生協の食堂で鍋フェアをおこなったり、春休み

前や正月前だと、長い休みを利用して本を読みましょうと言うことで書籍の15％オ

フをおこなったりします。

こういったお得な情報はみんな、早く知りたいよね？…ってことで、こういった情

報を掲載するのがCo-op Informationなのです！

他にもお店に限らず僕たち組合員さんに必要な生協に関する情報も載せてます。

なので毎号書かさず読むと吉ですよ！

○Co-op Informationとは？

今月は、みんな大好きチキンカツフェアー！！もりもり食べて、元気
いっぱいの新学期を迎えましょう！

開催場所：北部厚生会館2Ｆ北部基本食堂
　　　　：南部食堂

チキンカツフェア～！！

★ジャンボチキンカツ★

当社比1.2倍（？）のジャンボチキンカ

ツ！お得な価格で提供します！

★ささみチーズカツ★

みんな大好きロングセラー商品！こち

らがなんといつもより30円引きだとか…

新入学、進級おめでとう！

4月
11日
～
18日

4月
4日
～
8日

■□食堂部の企画□■

経済学部２年の足立です。最近週四日のバイトと学生委員を両立していて思いました。真の創造性は極限状態では生ま
れないと。何気ない日々の暮らしにこそ、素晴らしい閃きがあるのだと。そんな何げない閃きを大事にしたいと思う男で
す。（だつ）
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Co-op
Information

◇メイン企画
4月4日～ 8日 ：ジャンボチキンカツ
4月11日～ 16日 ：ささみチーズカツ
4月18日～ 23日 ：ビーフカレー・ハッシュドビーフ・
  ポークカツカレー
5月9日～ 14日 ：【ハンバーグフェア】

◇麺の企画
4月1日～ 30日 ：トマトラーメン･チキンカレーうどん 
  ガーリックトマトラーメン
5月中 ：冷麺企画（予定）

◇ご飯もの企画
4月1日～ 30日 ：【春の炊き込みご飯企画】
  筍ご飯、山菜ご飯、（新）あさりご飯
5月9日～ 14日 ：みそかつ丼
5月16日～ 21日 ：【海鮮丼企画】
  ネギトロ丼、鮭とたらこのいとこ丼等
5月23日～ 28日 ：【韓国丼企画】
  牛細切り丼、牛タン丼、豚キムチ丼等

◇デザート企画
4月1日～ 16日 ：【北の純正シュークリームフェア】
  生カスタード・夕張メロン
  生チョコ・ラフランス等
5月9日～ 14日 ：【わんこ麺・ワッフルフェア】
5月16日～ 21日 ：【デザートバーフェア】
5月23日～ 28日 ：【アメリカンドッグフェア】
5月30日～ 4日 ：【なす料理企画】

＋＋食堂部の企画の予定＋＋

■□購買部の企画□■ ■□書籍部の企画□■

＋購買部の企画の予定＋

＋書籍部の企画の予定＋

◇南部購買
4月1日～ ： 【半生フェア】
 　…チーズリングドーナッツ等
 ：【三立フェア】…源氏パイ等

◇北部購買
4月1日～
　　30日 ：【お薦め飲料企画】
4月4日～ ：【コープカップ麺フェア】
4月5日～ ：【カゴメリゾットフェア】
4月8日～ ：【１００円チョコフェア】
 ：【日清シスコフェア】
 　…ココナッツサブレ等
4月11日～
　　30日 ：【藤本食品弁当企画】
4月15日～：【ネスレフェア】
 ：【ガムフェア】
4月22日～：【カンロフェア】

◇共通企画
3月31日～ ： 【コープ新商品フェア】
 ：【コープ菓子お試しフェア】
  　…１００円菓子ベストテン
4月1日～ ： 【カロリーメイトフェア】
4月1日～
         30日 ： 【大型ペットボトルフェア】
4月11日～
         16日 ： 【コープ牛乳お試し企画】
 ：【森永ヨーグルトフェア】
4月15日～ ： 【アサヒフードフェア】
4月18日～
         23日 ： 【コープミルクプリン企画】
 ：【グリコデザートフェア】
4月25日～
　　  30日 ： 【メイトー代官山のデザート】

Co-op100円菓子

コープ100シリーズの
お菓子の売り上げ1位～
10位を発表します！ア
ナタの好きなお菓子は
ランクインしていたか
な？

※このほかにもたくさん企画を用意してます！！

◇文庫新書の日
開催日 ： 4月20日 
開催場所 ：南部書籍・北部書籍

◇洋書フェア
科学者のエッセイを販売！和訳も店頭にて
販売します！ 
開催場所 ：南部書籍・北部書籍

◆◇北部書籍◇◆

◆◇南部書籍◇◆

といった、理系の教授お薦めの教科書、専
門書がたくさん紹介されてるパンフレッ
トです（右写真）!紹介だけでなく教授の
コラムものっていたりと充実の内容！ 4
月に北部書籍の店頭で配布します！

文責：常任理事　毛利宗弘

☆ハッシュドビーフやカレー
にも…！

★カツハッシュ★

なんと人気のハッシュドビーフに、チキ

ンカツをのせちゃいました！ポークカツカ

レーもあります！食べにきてね！

★トマトラーメン★

今月の企画麺はトマトラーメン。各食堂の

ラーメンコーナーで提供しています。

スープの中にトマトペーストが混ぜてあ

りラーメンのしつこさをさっぱりした後味

できってくれます。ほうれん草もトッピング

してあり、とってもヘルシーなラーメン。一

度お試しあれ！

読書仲間とお互いに刺激しあいながら、
本に関する知見を広げませんか？

他の人の論評を読むのも楽しいですよ！

目
指
せ
！

４
年
で
100
冊
！

読
書
マ
ラ
ソ
ン

開
催
中
!!

ー「物理学の読書のすすめ」ー

ーあなたも読書マラソンに参加しませんか？ー

好
評

配
布
中
!!

4月
1日
～
30日

4月
18日
～
23日

1Me-dia編集部員となり一年経ちますが、2月号からBound forシリーズを開始させました。春休み中は、地元に帰っての
ドライブを楽しみました。（シュウセイ）
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学 生 委 員 会 だ よ り
☆

★

★

☆

■現在進行中のプロジェクト
　2月～ 3月の活動　

　◆生活班プロジェクト　
生活班とは生協を利用して学生生活をよりよくするための活動です。
昨年度から「ユニセフ班」「学生に読書をすすめる班（通称学読班）」「食生活

班」は引き続き活動を継続します。また、４月から「環境班（リサイクル班）」と
「文化交流班」がリニューアルオープン。また、「共済班」を新しく立ち上げま
す。

声カード総集編冊子は、声カードの利用法を知ってもらうために作る冊子
です。内容は、これまでに声カードで書かれた意見、要望の実例を挙げて、そ
れについて説明するといったものにする予定です。

　新入生のみなさん、はじめまして。２年生以上のみなさん、こんにちは。今年度初めて
のＭｅ～ diaですね。この“学生委員会だより”では、先月までに行った活動や現在進行中の
活動の報告をしていきます。　

ユニセフ班では、前年度と同様
に募金活動や学習会などに力を
入れていきたいと思っています。
また、名大祭でユニセフ班と平和
憲章委員会合同で模擬店を出店
するための準備も始めています。
興味を持った方は是非。

　◆声カード総集編冊子　

声カードとは、組合員のみなさんに生協をより路用しやすくしても
らうために生協に対する意見や要望や質問を書いてもらうものです。
生協の各店舗に設置されているので、ぜひ利用してみてください。

　声カードって？　

 　◆班活動報告　　　　　

←
声
カ
ー
ド

学読班では、今年度からMe ～
diaに「学読本舗」というタイトル
で、毎回記事を書くことになり
ました。さらに、南部書籍にコー
ナーを設置し、毎月１冊ずつお薦
め本を紹介していきます。今年度
もどうぞよろしくお願いします。

生活班の詳しい情報は
「What is 生活班？（p14 ～）」
を参照してください。

ユニセフ班 学生に読書をすすめる班 食生活班

竹内利樹。経済学部経済学科２年。愛知県知多市出身。あだ名は「りじゅ」。（りじゅ）

４月に『料理講習会』を行います。
これからも、Me ～ diaに『ショッ

カータイムス』を書いてみなさんに
健康のお役立ち情報を提供してい
きます。
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■新入生歓迎活動の報告
　名古屋大学に入学される新入生の皆さんに新しく始まる大学生活への不安を解消してもらい明るい気持ちで大学
生活のスタートを切ってもらおうという想いのもと、学生委員と有志の組合員で新入生歓迎活動（略して新歓活動）
を行っています。

☆受験宿泊対応

　生協が斡旋したホテルに宿泊した前期試験受験生を対象に行いました。受
験生が宿泊しているホテルに新歓スタッフが「相談コーナー」を設置して、受
験生の相談にのったり、時には楽しくおしゃべりしたりしました。試験当日
の朝には、受験生が道に迷わないようホテルから大学の受験会場まで希望者
と一緒に行きました。

☆新入生総合センター＆履修についての相談コーナー

　新入生のこれからはじまる新生活をサポートするため、名大生協では3/8
～４/3の間、南部食堂で新入生総合センターを設置しました。そこでは新歓
スタッフが“新入生アドバイザー ”として、学生の視点で住まい探しのお手伝
い、生協・共済加入の案内、履修登録、大学生活全般についてのアドバイスな
どをしました。来てくれた新入生は、アドバイザーが学生ということで気軽
に相談でき、希望に沿った下宿を見つけることが出来たり、いろんな疑問や
不安を解消することが出来たと思います。

☆新歓冊子「Live!!Meidai!!」 ・名大周辺地図「Meidai Atlas」

　新歓冊子「Live!!Meidai!!」には名古屋大学に入学する新入生に役立つ様々
な情報を掲載しました。名大周辺地図「Meidai Atlas」は、新入生の地理不安を
解消するために制作しました。地図には本山・八事・いりなか・池下などの情
報や、名古屋の地下鉄の路線図、名大駅の時刻表を載せました。

☆しんかんＷeb2005
　しんかんＷeb2005は2005年度名古屋大学入学予定のみなさんのための
情報提供ページです。名大生協学生委員会が行っている新入生歓迎活動(し
んかん)の内容を中心に、新入生向けに様々な情報を発信しました。また交流
や質問をするための掲示板も設けました。

☆Like!! Meidai!!

　3月28日に理系中華食堂で、「Like!! Meidai!!」を行いました。「Like!! 
Meidai!!」は、新入生の皆さんで一緒にゲームをしたりおしゃべりしたりし
て、入学前に友達を作ってもらう企画です。

☆新入生のつどい
　４月９日から10日にかけて新入生のつどいを行います。様々な学部から
約70人の新入生と約30人の上級生が参加し、学内のオリエンテーリングや
様々なゲームを通じて友達を作ってもらう企画です。ゲームだけでなく、新
入生同士や上級生とおしゃべりしてこれからの大学生活に備えて情報交換
をします。

文責：理事　竹内　利樹
　　 理事　奥村　卓大

▲名大周辺地図「Meidai Atlas」

▲新入生総合センターの様子

文系の科目の方が得意な理系学生（２年）のみっくすです。総合大学に来れば、文系科目で理系科目の代用が利くと思い
こんで入学。でも、そんなことはないんですね…計算がだめだめでも実験ができればどうにかなる日がきっと来るはずと
信じて、理系でがんばっていきます。（みっくす）
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　大学生協は「大学で暮らす人々が充実した生活を送れますよ
うに」という願いの下に様々な事業、活動をしています。生協が
組合員（利用者）にとって本当に使いやすいものであるために
は、組合員の生の意見を取り入れて、それに応えていくことが
必要不可欠です。「こんな商品があったらいいのにな」「生協で
こんなサービスをしてくれたらいいな」「こうすればもっと便
利になるのにな」。そんなわたしたち学生の思いを生協に反映
し、生協を使いやすいものにしていきます。

学生のニーズを生協に反映します。

学生委員会の役割

実際の活動例（ほんの一例だよ）

健康で文化的な大学生活を提案します。

　わたしたちは生協を通じて健康で文化的な大学生活を提案
します。例えば食生活を見直す呼びかけ、生協を利用して生活
をよりよくする提案をMe ～ diaという機関誌を通じて紹介し
ています（これを読んでいるみなさんはもうMe ～ diaを知っ
てるよね！）。その他にも生協のフェアの際に体力チェックや
アルコールパッチテストの店頭実演をしたり、各種冊子を作成
したりして情報を発信しています。

　みなさんこんにちは。わたしたちはこのMe～diaを編集している名大生協学生委員会です。
私たちは生協と学生のパイプ役として、自分たちの学生生活をより便利に、よりクリエイティ
ヴにするために様々な活動を行っています。このページでは、Me ～ dia読者のみなさんが知
らないかもしれない学生委員会の活動の一面と、Me ～ diaの編集現場、学生委員会室の紹介
をさせていただきたいと思います。

　生協の食堂、店舗を使っていると、
「生協が○○だともっと便利になるの
にな」ということに気づくかも知れま
せん。わたしたちはその想い、意見を
実際に食堂、店舗に反映させ、より店
舗を便利にする活動に取り組んでい
ます。具体的には、「みなさんの意見を
生協に伝える“声カード”の存在をア
ピールする」、「食堂に季節感を演出す
る」、「商品のディスプレイを見やすく
する」などです。

　総代会とは、毎年5月最終金曜日に行わ
れる行事で、生協にとって株主総会に相当
する一番大切なものです。総代会では各ク
ラスの総代のみなさんに向けて、生協の活
動内容・経営状況・今後の方針などを示し、
一年間の経営方針を承認してもらいます。
学生委員会は今までの総代会を見直して、
参加したみなさんに「来年もぜひ参加した
い」、「生協の運営に参加している実感が湧
いた」と思ってもらえる総代会作りに取り
組んでいます。

店
舗
を
も
っ
と
使
い
や
す
く

総
代
会
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く

理学部地球惑星科学科２年の「のん」です。次のMe-dia6はいよいよ100号だねーってことではりきってます。とりあえず今
年も免許とりつつバイトしつつサークルに顔出しつつ、学生委員会やりつつ、いろいろ挑戦して生きたいと思います。（のん）
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　わたしたちの活動の拠点は学生委員会室という部屋です。それは南部食堂と南部
購買の間にある通路を抜けた先にあります。新学期は学生委員会室の前には言語の
教科書を販売するプレハブが建っています。ここにはいつも愉快な人々が集まりま
す。特に冊子の締め切り前やイベントの前日になると愉快なメンバーが結集し、夜遅
くまで愉快に盛り上がるのです。学生委員会室は12畳ほどの面積で、その中にはコン
ピューターなどのハイテク機器が所狭しと並んでいます。Me ～ diaをはじめとする
冊子や作品たちはそれらのマシンを駆使して作られるのです。それでは今から委員
会室の設備と、Me ～ dia編集の仕事人たちを紹介します。

NAME Fugu
MODEL jisaku
CPU AMD® Athlon MP® 1.1GHz
MEM 512MB
OS WindowsXP® Pro. Edition

NAME Ushi/Kaeru
MODEL TOSHIBA dynabook®
CPU Intel® PentiumM® 1.4GHz
MEM 768MB
OS WindowsXP® Home Edition

NAME Namako
MODEL NEC LaVie
CPU Celeron ® 433MHz
MEM 192MB
OS Windows2000® 

マシンたち 仕事人たち

　学生委員会はこうして日夜活動をしています。Me ～ diaの製作現場や学生委員会の活動風景を見たい！という
方はぜひ学生委員会室に遊びにきてくださいね。これからもMe～dia＆学生委員会の応援をよろしくお願いします。

文責：ジュンヤ

Ushi君とKaeru君は某人形劇のキャラクターから命名。
あとのマシン二つにはもともと名前が無く、この記事の作成中にその場のメンバーで急遽命名した。

　大学一年目の春は、「新生活をうまくやっていけるだろうか」と誰もが不安を感じ
るものです。わたしたちはそんな不安を解消し、「新入生のみなさんが気持ちよく大
学生活のスタートを切れますように」という願いで、新入生歓迎活動（新歓活動）を有
志のメンバーとともに行っています（4月の時点でまだ進行形です）。相談コーナー
や様々な企画を通じて先輩としてのアドバイスを新入生に送ったり、各種手続き資
料や冊子を作成したりしました。

　大学一年目の春は、「新生活をうまくやっていけるだろうか」と誰もが不安を感じ
るものです。わたしたちはそんな不安を解消し、「新入生のみなさんが気持ちよく大
学生活のスタートを切れますように」という願いで、新入生歓迎活動（新歓活動）を有
志のメンバーとともに行っています（4月の時点でまだ進行形です）。相談コーナー
や様々な企画を通じて先輩としてのアドバイスを新入生に送ったり、各種手続き資

　わたしたちの活動の拠点は学生委員会室という部屋です。それは南部食堂と南部
購買の間にある通路を抜けた先にあります。新学期は学生委員会室の前には言語の
教科書を販売するプレハブが建っています。ここにはいつも愉快な人々が集まりま
す。特に冊子の締め切り前やイベントの前日になると愉快なメンバーが結集し、夜遅
くまで愉快に盛り上がるのです。学生委員会室は12畳ほどの面積で、その中にはコン
ピューターなどのハイテク機器が所狭しと並んでいます。Me ～ diaをはじめとする

料や冊子を作成したりしました。

新入生歓迎冊子
「Live!! Meidai!!」

新入生の相談窓口
新入生総合センター＠3月の南部食堂

学生委員会室

上：外見
右：中身

学生委員会室大解剖！

新入生歓迎活動

Me ～ dia編集長＆学生委員会委員長
ミツヲ

Me ～ dia職人
むー

Me ～ dia伝言板
みっくす

ご意見番
りじゅ

切れ味抜群
だつ

はじめまして＆こんにちは。教育学部３年生のにゃっこです。新入生歓迎活動をやっている学生委員にホレて、２年生から学生委員
会に所属しています。見た目はコドモ（まじです）、頭脳は大学生（たぶん）、トークは斬りまくり（らしい）ってかんじな奴です。Me ～
diaでは、表紙を描いたり学読班の記事を書いたりしていくと思います。ぜひ、ご意見・ご感想を聞かせて下さいね。(にゃっこ)
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「なにか」始めてみよう！
4月になり、新しい学期が始まりました。1年生の皆さんにとっては大学生活の始まりですね。

始まりの月・4月は、新しいことを始めるのにピッタリな時期です。そして1年、または卒業までの
自分なりのプランをたてて大学生活をより充実したものにしてみませんか？

　新しい学年。新しい学期。新しい環境。４月は新しいことが目白押し。新し
いことを初めてみよう！という気持ちが自然と生まれているのではないで
しょうか？
　そんなときこそチャンスです！
　「なにか」始めてみませんか？

　ビジョンを持ったら、そのために何をしたらいいのでしょうか？例えば
カッコイイ大人になるためにはという何をしたらいいのでそうか？そのた
めにやるべきことは何だろう？自分に足りないものは何だろう？じゃ、何を
しよう。
　ということで、次は1年または卒業までのプランを立ててみましょう。次
のページからは、その参考になるような例を紹介します♪

新しいことを始めよう！

　新しいことを始める前にまずは立ち止まって、自分はどうなっていきたい
のかというビジョンを持ってみましょう。
　ビジョンを持つと次に「じゃ、こうしよう」というアイディアが出てくると
思います。そのアイディアが出てきたら、あとは実行に移すだけ！大学生活
での時間をより有効に使うことができます。後から振り返ってみて「よかっ
た！」と思える大学生活を送ってみましょう♪

なりたい自分を考えよう！

プランをたてよう！

生協ではこんなことをやっています。

カッコイイ

大人になり

たいなぁ 英語ぺらぺ

らになりた

いなぁ

☆TOEIC etc.
　言わずと知れた英語能力テストです。次の
試験は5/29（4/20締切）です☆TOEIC以外に
もいろんな資格の案内が書籍のあたりにたく
さんあるので一度物色してみては？

☆R-CAP・SEQ etc.
　自分探しのお手伝いをするツール（R－
CAP・SEQ）の受付をしています。特に1・2
年生におすすめです。将来の仕事について
ちょっと考えてみませんか？

☆TAC・LEC etc.
　各種資格学校の紹介などもやっていま
す。これも書籍の周辺にパンフレットがた
くさんあるので、興味がわいたらとりあえ
ずパンフレットを手に取ってみよう！

文学部のみつをと申します。今年のマイテーマは『やったもんがち、とったもんがち』なので、面白いと思ったことにはと
びついて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。（みつを）
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例えば…

＊＊４月に始める！＊＊

いろんな授業を受ける
　大学ではいろんな授業を受けることができるので、せっかくだし教養科目・基礎科
目、そして言語や開放科目など自分の専門以外の授業を受けてみませんか？追加申
請は4/7 ～ 13なので、まだ間に合う…かもしれません。申請をせずにモグリでも大
丈夫ですが、言語など名簿に名前が要るようなものはもちろん、とりあえず登録して
おくと成績表に華を添えると思います。

部活・サークルに入ってみよう

　４月になると、部活・サークルの勧誘
が本格的になります。部活・サークルに
入っていない２年生以上の人も、ビラを
もらったり説明会に足を運んだりして
みませんか？

文責：くみ

いろんなことに挑戦したり、やってみたりして、（人によって基準は違うと思いますが）最終的
に「大学生活よかったな。充実してたな。」と思えたらいいんじゃないかなと思います♪

ガーデニング・家庭栽培をする
　庭やベランダでガーデニングや家庭栽培はどうでしょうか？栽培をすることは生活の潤いにもなるし、野菜をうまく栽培でき
れば食費が安くなるかも!?また、Me ～ diaのアンケートを読んでいると、枯らせてしまったり挫折した人が多いようです。私も
枯らせてしまいました。今度こそ、実を結ぶまでがんばってみましょう。興味を持った人は、インターネットや本を見て自分の住
んでいる環境にあった植物を探してみてはいかがでしょうか？

～おすすめの植物・ミニトマト～

　苗・土・支柱・大きめの鉢を用意しましょう。トマトは雨が嫌いで日当たりがよい所を好みます。愛情を持って水をあげたり害虫
から守ってあげて下さい。きっとたくさんの赤い実が鳴るはず。

＊＊継続は力なり！＊＊

運動する
　健康維持のためスポーツや簡単な運動をするのもいいかもしれません。授業で体
育をしなくなってからロクに体を動かしていないという人はいませんか？日々の生
活の中で健康維持のため体力作りをしてみてはいかがでしょうか？

日記をつける
日々の出来事や思ったことを書いてみてはいかがでしょうか？自分を見つめなお

したり、過去の自分がどんなことを考えて生活していたか知ることが出来たりしま
す。また、ネタ帳としても使えます。

英会話に通う
　英語をペラペラ喋りたい、外国の人とコミュニケーションを取りたいという人は
英会話教室に通うというのはいかがでしょうか？様々な英会話の教室があります。

資格の勉強をする
　TOEICや免許など資格のための勉強を初めてみるのもいいかもしれません。南部
書籍に登る階段のところには様々な資格の案内のパンフレットがあるので眺めてみ
るのも面白いと思います。

ちょっと聞いてみました！その１
「何か新しいこと始めますか？」
・失敗学を勉強する。
・院試のための勉強をする。
・簿記２級を取る。
・心を入れ替えて、英語の勉強をする。
・バイトを始める。
・今まで挫折していた日記を再開。

ちょっと聞いてみました！その２
「継続するコツ」

・日課にする。習慣をつける。習慣にす 
 るまでがんばる。
・自分が面白いと思えるものは続けら 
 れる。
・続けやすいコツを考える。英会話な 
 ら、聞くなど。
・「あきらめたら、そこで試合終了で
  す。」by安西先生
・一緒にやる人をみつける。その人が 
 続けられる人なら、続けやすい。

理学部物理学科４年のむらまさです。この春から宇宙系の研究室に配属されます。３月までは忙しくてあまりバイトが
できませんでしたが大学院の学費を稼ぐために新しいバイトに挑戦したいと思います。けど、その前に院試に受からねば。

（むらまさ）
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Bound for 愛知万博
　みなさん、こんにちは☆Bound for シリーズは前号から始まった、ある場所への行き方を紹介
する記事です。今年の愛知県は、セントレア・De La Fantasia・イタリア村などが新たに登場しまし
た。しかし、世界的に注目を浴びるのは愛知万博。ということで、愛知万博へのアクセスを紹介し
ます。

行く
前に

　愛知万博のテーマは、「自然の叡智」で、長久手会場・瀬戸会場の２会場で3/25から開催されます。愛知万
博に合わせて、リニモ・燃料電池バスなどの環境に配慮した乗り物が様々登場しました。また、「となりの
トトロ」に登場した「サツキとメイの家」をはじめとした、人気のパビリオンや最先端技術を見ることが出
来るなど、見所がたくさんです。また、観覧予約システムを使うと、スムーズにパビリオンを楽しむことが
出来ます。

（名古屋駅スタート）

　地下鉄東山線藤が丘駅で乗換をして、リニモで長久手
会場のある万博会場駅に行く方法です。リニモ（Linimo）
とは、簡単に言うと磁石の力で浮いて走る車両のことで
す。浮上して走行するためレールとの接触が無く、騒音
や振動が小さく、乗り心地が快適らしいです。万博開催
中、リニモは、約7分間隔で発着しています。
　この移動手段のメリットは、他の手段に比べて料金が
安いことと話題のリニモに乗れることです。
　デメリットは、土・日・祝日だととっても混雑して藤が
丘駅でスムーズに乗換をすることができなくなる可能
性があります。時間の余裕を持って行きましょう。

　　地下鉄東山線名古屋～藤が丘　約25分　290円　
　　リニモ藤が丘～万博会場駅　　約12分　340円

　JR名古屋駅から中央本線を走る列車（エキスポシャト
ル）に乗ると、乗り換えなしで万博八草駅に行くことが
できます。JRで発売されている「愛知万博往復きっぷ」
を購入することで、万博八草駅～万博会場駅までのリニ
モ又は長久手会場・瀬戸会場へのシャトルバスも利用す
ることができるので、＋αの出費を考える必要はありま
せん。
　また、県外にいる家族・友達などが愛知万博に行く場
合は、JRで発売されている「新幹線愛知万博往復きっ
ぷ」・特急列車を利用する「愛知万博往復きっぷ」の利用
をおススメします。

 愛知万博往復きっぷ 　大人1,300円　小人600円
 名古屋～万博八草駅　 最速38分
 万博八草駅～万博会場駅　約３分

～愛知万博の見所～

行こ
うぜ

～こんな手段～

①地下鉄＋リニモ ②ＪＲ＋愛知環状鉄道（愛知万博往復きっぷ）

オススメ乗ってみたいな

料金 料金 

教育学部人間発達科学科心理社会行動コース４年のゆうです★どうしたらみんなが幸せになれるかを日々研
究しています♪最近は、人と人が起こす相互作用というダイナミクスによって状況が時々刻々と変化していくこ
とに快感を覚えています（危）。ちなみに、“するめのように噛めば噛むほど味が出る人”を目指しています。(ゆう) 
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　あおなみ線「ささしまライブ駅」すぐ
　名古屋～ささしまライブ　　２分　　200円

　電車が混雑することが予想されるときには、シャトル
バスを利用するのも手です。デメリットは、バスという
こともあり、電車と違って道路状況により所要時間が異
なることです。

　名古屋駅（名鉄バスセンター）～長久手会場
　　　　　　　　　　　　　　約35分　往復1,500円

　愛知万博には、会場に隣接した駐車場がないのでおス
スメ出来ません。遠いところにいる家族・友達などが車
で来る場合は、パーク＆ライド駐車場を利用してくださ
い。その駐車場からシャトルバスが運行しているので安
心です。
　パーク＆ライド駐車場を利用するには、高速道路のイ
ンターチェンジに近い、名古屋空港駐車場（2,500円）・
三好駐車場（3,000円）・藤岡駐車場（3,000円）をオスス
メします。

　生協の組合員に限り、組合員価格で愛知万博のチケットを購入することが出来ます。購入場所は、生協

の南部厚生会館や北部厚生会館の旅行・サービスセンターです。生協で売り切れとなった場合でも通常価
格になりますが、コンビニ等で手軽に購入することが出来ます。

　愛知万博へのアクセスの仕方は、分かりましたか？この記事では愛知万博の魅力は全くもって
伝え切れていません。生協の書籍でも販売している「愛知万博ガイドブック」を読むか、公式ホー
ムページをみて魅力を感じてください。そして実際に行ってみて、楽しんでくださいね。

文責：シュウセイ

③シャトルバス ④マイカー

～チケットはどこで買うの？～

混雑時に 遠くの人には

料金 

ささしまサテライト会場（De La Fantasia）
知っ
てる
？

　愛知万博開催中に、ささしまサテライト会場で色々な
催し物があります。その名も「De La Fantasia」！
　世界初、ポケモンの世界が楽しめる「Pokemon The 
Park 2005」・驚嘆の恐竜化石が目白押しの「恐竜博
2005」・世界の雑貨・グルメが満載の「マーケットファン
タジスタ」などがあります。万博期間が終わると終了す
るイベントもあるので、この機会に行ってみよう。

http://www.delafantasia.jp/ 交通アクセス

行き
たい
な

2005年３月、愛・地球博開幕。

　都心に新しい魅力を提案する実験的・創造的試みをた

くさん散りばめて、昼も夜も満喫できるデ・ラ・ファンタ

ジア。

日本で一番元気な名古屋パワーを体感してください。

（De La Fantasiaのページから引用）

工作とパソコン好き。好きな言葉は、創意工夫。チョコレートパフェ好きのナス嫌い。ネコ好きだけどネコからは嫌われ
がち。ちなみに信州出身。学生委員会ではパソコンやネットワーク、Webの管理担当。ただ今、後継者募集中です。（すの）
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生活班って？

こんな活動しています！

ユニ
セフ

Me~dia 4　What  is  生活班 ？

What  is  生活班 ？

今年度活動していく６個の班を紹介します。

その想い、もっと広げてみませんか？

班内で定期的に料理会を開き、様々な料理やお菓子を
作っています。そして、６月に行われる名大祭では模擬
店を出します。昨年は本格紅茶を安く提供しました。今
年はお好み焼きを作る予定でいます。

食生活班の記事が読みたい人は「ショッカータイムス
（p20 ～）」へGO!!

ユニセフ募金、フェアトレード…国際貢献をすること
で、大学の中だけではないもっと広い世界に触れてみま
せんか。

ユニセフ班のもっと詳しい情報は、「名大生協unicef班
（p24 ～）」を参照してください。

興味のある活動

自分の興味のある活動
について学んだり、班の人
と話したり。より深い活動
や知識を得ることができ
ます。

生協を使おう!!

生協の広報も食堂も購
買も人脈もなんでも利用
してOK☆より充実した活
動が行えます。

楽しく、個性的

各班それぞれ個性的な活
動しています!!いろんな学
部の班員といろいろ語って
交流して学んで、自分自身
も成長していきます。

大学生活密着型

どの班も大学生活での
身近なことをテーマにし
て活動しています。班活動
はきっとあなたの大学生
活に変化をもたせてくれ
ます。

想い、広がる

同じ興味を持つ班の仲
間。班で得たことはさらに
友達や他の組合員にも伝
えていくために、冊子に記
事ををかいたり企画を行
います。

総生として

総代・生協委員として生
協にみんなの意見を伝え
ていきます。その一言が生
協をより使いやすいもの
にする「きっかけ」になり
ます。

班内で定期的に料理会を開き、様々な料理やお菓子を班内で定期的に料理会を開き、様々な料理やお菓子を

食
生活

文化
交流

学
　読

生に

るめ薦を書

理学部化学科３年のむーです。最近、バイトがしたくて仕方ありません。…というのは最近自分社会勉強足りないなー
と実感してるからです。自分にとって良い成長に繋がる仕事ないかなぁ…？（むー）
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興味を持った人は…

共
　済

環
　境

Me~dia 4　What  is  生活班 ？

生協は、一人ひとりが『学び』、『交流し』、『成長する』場を提供します。

文責：松澤 希

●新旧交歓会（4/3）で総代or生協委員になる。
●アンケートに「やりたいっ !!」「情報が欲しい!!」などと書いてみる。
●学生委員会にメール。 
　　E-mail : student-c@coop.nagoya-u.ac.jp

“グローバル化”がいわれている現代、“異文化交流”を
テーマに活動をしていきます☆留学生との交流や海外
の文化について学んだり、日本の文化を見つめ直したり
もします。今年は海外旅行や言語の資格などについても
リサーチ予定。みんなでいろいろな外国の料理、食べに
行くのもいいかもね☆

小説だけが読書じゃない！！いろんな本から得られ
るいろんな情報・感動・経験値etc...、名大生全員で共有し
ていきたいです。

学読班のもっと詳しい情報は、「学読本舗（p16 ～）」を
参照してください。

共済の
マスコット
キャラクター

タヌロー
です☆

“グローバル化”がいわれている現代、“異文化交流”を

文化
交流

共済班は今年より活動を開始する新設班です。初年度
の目標は、「共済に加入したはいいけど、給付の受け方が
分からない！」、「どういう時に給付が受けられるのか教
えて！」、「そもそも共済ってなんなの～！」。こういった
疑問にこたえ、組合員のみなさんにもっと共済を知って
もらうことにあります。しばらくは冊子作りや広報を行

う予定ですが、今後の活
動にご期待ください。

『愛地球博』が始まって、高まってきている環境保護
熱！環境班もこの流れに乗って活動を本格化させてい
きます。

身のまわりから地球やいろいろに優しくなりたい人
は是非環境班へ。

（仮）

小説だけが読書じゃない！！いろんな本から得られ

学
　読

生に

るめ薦を書

理学部物理学科４年のジュンヤです。この春からニュートリノの研究室に配属されます。ニュートリノとは東大の小柴
先生が2003年のノーベル賞を取ったカミオカンデのアレです。趣味はパソコンを使って色々なモノを作ることで、例えば
冊子やらCGやらウェブサイトやら曲を作ります（ジュンヤ）
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こんにちは！学読班です。
学読班って？

こんなことやってます。

　正式には、「学生に読書をすすめる班」です。
　メンバーでお互いに好きな本の紹介をしたり、その本を交換してみんなで読んだりすることで、楽しむ
とともに、それぞれの視野を広げていけたらと考えています。また、生協の書籍店舗と協力して、生協の組
合員の人がいろいろな本に挑戦するきっかけとなるような企画を行っています。

●普段の活動
　週に１回みんなで集まって、最近読んだ本の紹介をしたり、書籍で行
う企画の話し合いをしたりしています。今年度からは、このMe ～ dia
の記事も書いていきます。

●生協書籍での活動
　例年南部書籍において、夏と冬の長期休暇の前に、あるテーマにそっ
た本を何冊か紹介してきました。今年度はそれに加え、毎月学読班おす
すめの本を紹介していきます。楽しみにしていてください★

●学読班に入るには？
　学読班などの生活班に入るための条件は、総代か生協委員であるこ
とだけです。新入生の場合は、４月３日に行われる新旧交歓会で総代・
生協委員が選出されます。２年生以上で新たに総代・生協委員になりた
い場合は、生協本部に問い合わせてみてください。

メンバー大募集！

▲2004年度忘年会の様子♪

学 読 本 舗
vol.1

　今回から始まるこの“学読本舗”は、生協の生活班の一つである学読班が運営するページで

す。毎月、おすすめの本を紹介したり生協書籍に関する特集を組んだりしていきます。

　第１回目の今月は、このページを運営する学読班の紹介と、生協書籍についての紹介をします。

新入生の人はもちろん、２年生以上の人も、ぜひ読んでみてください。今まで知らなかった情報が

手に入るかも！

　学読班では、随時メンバーを大募集しています！「本がすごく好
き」って人、「本を読むのは苦手だけど、みんながどんな本を読んでる
か知りたいな～」っていう人、「自分が感動した本をみんなに紹介した
い」って人など、どんな人でもOKです。学読班に入ってみませんか？

理学部地球惑星科学科（ちたま）4年のくみです。ただ今就職活動中です。学業と委員会と就活との両立は大変といえば
大変ですが、有意義な日々でもあります。卒業するまで高密度な大学生活を送っていきたいなと思います。（くみ）
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10％ OFFで本を買える

　生協書籍の行っているサービスや企画って、けっこういろいろあるんですよ。新入生の人だけでなく、
２年生以上の人も、目を通してみてください。今まで知らなかったことがきっとあるはず。いろんなサー
ビスや企画を知って、生協書籍を上手に使っちゃいましょう。

各種資格取得の支援

名大（東山キャンパス）内に書籍は２カ所
　東山キャンパス内には、生協書籍の店舗が２カ所あります。南部書籍と北部書籍です。南部では、主に文系の
本、北部では主に理系の本が取り扱われています。

各店舗連絡先

●南部書籍：052-781-5031 （ 内線 7551）
　　　　　　nanbu-shoseki@coop.nagoya-u.ac.jp 

●北部書籍：052-781-9819 （内線 7544） 
　　　　　　hokubu-shoseki@coop.nagoya-u.ac.jp 

　生協書籍では、一般の書店では入手が困難だと思われる専門書・教科
書・辞書などを販売しています。生協の組合員は、組合員証を提示すれば
全品10％ OFFで購入できます。教科書・参考書代は４年間分で何万円も
かかるので、10％ OFFで購入できるというのはすごくお得ですよね。

　書籍で10％ OFFで購入でき
るのは教科書や参考書だけでは
ありません。生協の組合員なら、
漫画や雑誌、単行本など書籍で
取り扱われている本はすべて
10％ OFFです。

　書籍では、資格の学習用書籍の販売や通信講座、資格専門学校の入校受
付、資格試験の申込受付なども行っています。また、職業適性などを調べ
るテストの受付や、就職に関するセミナーなどの企画を行っています。こ
れらの情報は各書籍で掲示されたり、案内が配布されたりしているので、
興味のある人は書籍に行ったらCheckしましょう!!

●新入生のみなさんへ
　教科書・参考書の予約申込みや４月６日の教科書一斉販売で、購入し忘れた教科書や参考書はありません
か？それらの教科書・参考書は書籍店舗か、店舗付近に設置してあるプレハブ小屋で購入することができま
す。全学基礎科目（文系・理系基礎科目、言語など）と文系の専門科目については南部書籍に、理系の専門科目
については北部書籍に問い合わせてみてください。
　また、誤て購入してしまった物の返品も可能です。未使用の状態で店舗まで持ってきてください。

～今月の特
集 ～

～今月の特
集 ～

生協書籍を上手に使っちゃおう♪

書籍からのお知らせ

●２年生以上のみなさんへ
　４月６日（水）は新入生の教科書一斉販売のため、南部書籍は営業しない可能性があります。
　2005年度の教科書販売の開始日は、各自名大生協のWebサイトまたは店舗で確認して下さい。

書籍のキホン！　　　　　　　　　　　新入生必見！名大の生協書籍ってこんなとこ。

公認

会計士

公務員

etc.

以上、自己紹介でした。学生委員会は3月現在この13人で活動しています。もうすぐここに新入生が何人か加わるのか
な？とても楽しみです☆（編集部）
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IDEA1

IDEA2

IDEA3

IDEA2

IDEA1

HEL
P!

HEL
P!

HEL
P!

どんな本を読めばいいかわからない…

“15％OFFデー”に買っちゃおう♪

読みたい本はあるけど、お金に余裕がない…

みんなの“読書マラソン”を参考に

学読班のおすすめの本はどうですか？

“本やタウン”を利用しよう

声カードに書こう

　書籍の店舗に置かれていない
本は、注文・取り寄せが可能です。
また、メールでの注文もできま
す。それぞれの店舗アドレスに
メールしてください。

　各店舗には「声カード｣というものが置かれています。これに取り扱っ
て欲しい雑誌などを書いて声カードボックスに入れると、生協職員がそ
れを読んで取り扱いを検討します。実際この声カードの要望から取り扱
いがされるようになった本がいくつかあります。

　読書マラソンとは、「本を継続的に読んで、4年間で100冊以上の本を
読もう」という企画です。読書マラソンの参加者の本の感想が書籍で掲示
されています。これを参考にして、自分の気に入る本を探してみてはどう
でしょうか。

　学読班では、今年の４月から南部書籍で毎月おすすめの本を紹介する
ことになりました。学読班の班員が好きな本や、あるテーマにそった本を
紹介していこうと思います。それらもぜひ参考にしてみてくださいね☆

店舗で注文しよう
注文をする時にあると便利！ “ISBN（国際標準図書番号）”

　「本やタウン」とは、インターネットで本の注文ができるシステムです。
　注文した本の受け取り場所として、名大の書籍店舗を指定すると、店舗
での受け取り時に10％ OFFで購入することができます。受け取る時は、組
合員証を提示してくださいね。

　“ISBN（国際標準図書番号）”は、たいてい本の裏表紙や最後のペー
ジに掲載されています。この番号だけで、その本がどの国の何と言う出
版者の、どのようなタイトルの出版物であるかを特定できるので、この
番号がわかると検索がとても容易になります。

欲しい本が店舗に置かれてない！

IDEA

こんなときには…？　　　　　　　　　こんなふうに、困ったことないですか？

　名大の書籍では、年に数回15％ OFFデーを設けています。
　文庫本３冊以上でそれらが15％ OFFとなる場合と、全品15％ OFFにな
る場合があります。ずっと買いたいと思っていた本や、ちょっと高めで普
段は買えないような本を手に入れるチャンスです。このページでも日程
のお知らせをしていくのでCheckしてくださいね。

あなたの声を生協に！

これにみんなの感想が

書いてあるよ☆

＊＊＊入学当時の思い出・失敗＊＊＊
次のページからは編集部員の“入学当時の思い出・失敗”です。
落ち着いている（ように見える）上級生でも、入学当時は色々と困ったことなどあるようです…。
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IDEA
HEL
P!

定期購読 洋書インターネットサービス

文責：学生に読書をすすめる班（学読班）

　北部書籍では、分子構造模型を
取り扱っています。
　セットや各パーツ販売のほか、
在庫の無い商品の取り寄せやカ
スタムメードの要望にも対応し
てくれます。

　定期的に刊行される雑誌・書籍
を毎回確実に手に入れたい場合は
定期購読をしておくと便利です。 
　各店舗（南部書籍・北部書籍）の
注文カウンターで定期購読の申込
みをして下さい。

　書籍利用班を利用すると、研究室・事務室にいながら本の注文、本の受け取りができます。担当者が各班をま
わり注文書を回収し、入荷したら届けてもらえます。店舗では、本を後払いで利用できます。また、カウンターに
預けて、後で配達に回すこともできます。メールでの注文も可能です。支払いは翌月まとめてクレジット口座
(COPAカードの口座)から自動引き落としです。
　書籍利用班に興味をもった人は、各書籍店舗まで問い合わせてみてください。 

店舗に行く時間がない！研究室に本を届けて欲しい

“書籍利用班”を利用しよう

　授業や研究で洋書が必要なとき
に便利なサービスです！
　まずは、書籍店舗で利用者登録
を行い、サービスのWebページか
ら申し込みをして下さい。本の受
け渡しは店舗で行います

　ゼミテキストとして洋書を一度
に５冊以上注文すると、15％ OFF
のサービスが受けられます。ゼミの
代表の人が北部書籍で注文して下
さい。
　手数料などがかかるので、詳細は
書籍で確認して下さい。

　Amazon.co.jpとの決済を生協が
代行するサービスです。Amazon.
co.jpの洋書を校費・科研費等で利
用し、生協の書籍店舗で受け取る
ことができます。
　ただし、利用時には決済代行手
数料7%が別途かかります。

こんなサービスもやってます☆　　　　　　　　知ってましたか？こんなサービス。

　どうでしたか？今回初めて知ったサービスや企画もあったのではないでしょうか。ここで取り上げた
サービスや企画については、生協のWebページ（http://www.nucoop.jp/index.html）に詳細が載っている
ので、ぜひ見てみてください。

　学読班に興味をもった人は、ぜひクラスの総代や生協委員になってみてください。

　また、このページでは次号からも本に関するいろいろなことを特集していく予定なので、「こ

ういうことを特集してほしい」とか「これについて知りたい」ということがあったら、どんどん

Me～ diaのアンケートに書いてくださいね。お待ちしています！

分子構造模型の取り扱い

洋書テキスト15％ OFF Amazon洋書決済代行

何もおぼえていない、という思い出があります…いや、それはあるとは言わないのかな…。（だつ）
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ショッカータイムス

新入生歓迎企画

4月！桜が満開ですね。いよいよ新学年の始まりです！新1年生の人は、ご入学おめでとうござ

います。きっと、何から何まで初めての経験で、とまどうことでしょう。下宿生の人は特に。でも、

誰だって最初はとまどうもの。中でも食生活は基本ですから、ここでしっかりと勉強しましょう！

第28回

第一章　特集ページ

Me~dia 4　ショッカータイムス

1…調理器具編！

1. 包丁

2. まな板

3. 鍋　　

4. フライパン

5. ピーラー

6. おたま

　初めての一人暮らし…。料理はしなくちゃいけないんだろうけど、まず何がいるのかわか
らないと言うあなた！まずは、調理器具をそろえましょう。

料理の基本です。とりあえず家庭用の
万能包丁はそろえましょう。ステンレス
製の穴あき包丁が便利です。値段は2000
円もあれば良いものが買えます。
包丁とは切っても切れぬ関係。木の
物も良いですが、抗菌のプラスチック
製が便利です。700円前後で売ってい
ます。
用途に合わせて使えるので、違う大
きさのものを3種類くらいあれば便利
ですが、最初は18センチサイズの片手
鍋が一つあれば充分です。値段は3000
円以内です。
26センチサイズのテフロン加工の
フライパン一つあれば、大変重宝しま
す。
値段は1500円前後です。
包丁でも構いませんが、あれば大活
躍間違いなし！ 1000円以内で良いも
のが買えるはずです。
あると重宝します。500円前後で買
えます。木べらもそろえましょう。

7. 菜ばし

8. ボウル

9. 炊飯器

10. 計量カップ

11. 計量スプーン 

12. ラップ

 

13. ざる

なくても良いと言う人もいます
が、使い勝手は抜群です！ 100均で
買えば良いでしょう。
やはりあれば便利なツールです。
大き目のものが一つあるだけで、料
理のスピードは上がります。やはり
100均で売ってます。ステンレス製の
ものが良いでしょう。
三合炊きぐらいの大きさがちょう
ど良いでしょう。最近は電子レンジ
でできるご飯がありますが、コスト
面を考えると炊飯器があった方が便
利です。2000円前後で売っています。
これが無いために、インスタント
ラーメンを失敗（！）した人がいます
…。500円以内です。
大さじ、小さじセットのものが100
均で売られています。
あれば大変に重宝します。ぜひ買っ

てください。
水気を切る場合に使用しますが、
うちでは米をとぐときにも使用しま
す。

初めて大学へ行ったとき、道路地図を持っていたが、名古屋でなく、北陸の地図を持っていったので、道に迷ってしまい、
大学から帰る時間が、普段なら20分のところを１時間かけてしまったこと。（シュウセイ）
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２…調味料編！

Me~dia 4　ショッカータイムス

1. 塩

2. しょうゆ

3. 油

4. みそ

5. 酢

6. みりん

7. ソース

とりあえず、こんなものでしょうか。これだけあれば、
ひとまず困ることは無いでしょう。後は自分の欲しいも
のを買い足していきましょう！

まな板包丁 炊飯器 フライパン ざる＆ボウル 計量スプーン

菜箸 ピーラー 鍋

おたま 調味料 木べらなど

次に、調味料をそろえましょう。

人間は塩が無ければ生きていけない
…くらい大切な調味料です。基本です
ね。さすがに　基本だけあって100円で
1キロも買えます。

やはり基本でしょうか。日本では必須
のアイテムですね！ 500ミリリットル
入りのものが便利です。

様々な油がありますが、さしあたって
はサラダ油で良いでしょう。

やはり日本で必須のアイテム。古来か
らの調味料です。様々な種類があります
が、だし入りの物が便利です。

最近は健康食品として注目されてい
ますね。あれば便利です。

しょうゆと組み合わせることの多い
調味料で、料理の味のバリエーションが
広がります。肉じゃがでは必要な調味料
です。

ウスター、とんかつ、中濃。お好みのも
のをどうぞ。

まだまだ調味料はありますが、最初のうちはこれだけあれば充分です。あとは自分の好みで選びましょう。ちなみ
に、私のうちでは上記のもの以外に、お好み焼きソース（関西人ですから）、オイスターソース、オリーブオイルなどが
あります。

それから、もし余裕があれば、料理本も買ってみてください。もちろん初心者向けのものですよ。いきなり難  しい
ものにチャレンジしないように！なるべく写真の多いものが便利です。

調理酒、ワインなど、必要に応じて用意
すると良いでしょう。

ソース同様、冷蔵庫に一つは置いておき
たい調味料ですね。

もはや説明は不要でしょう。最近ではカ
ロリーカットのものが多く出回っていま
す。

あれば便利ですが、あまり使用する機会
は多くありません。お菓子や肉じゃがでは
頻繁に使用します。

塩コショウになっているのもあります。
主に洋風のメニューで使用します。 

コンソメスープなど、洋風のメニューで使
用します。

あるのと無いのでは大違い。料理のグ
レードが上がります。パック入りと、顆粒
タイプがあります。　

あれば大変便利です。
最近ではノンオイルのものが出回って

います。

8. 料理酒

9. ケチャップ

10. マヨネーズ

11. 砂糖

12. こしょう

13. ブイヨン

14. だしの素

15. バター

16. ドレッシング

文系の科目の方が得意な理系学生（２年）のみっくすです。総合大学に来れば、文系科目で理系科目の代用が利くと思い
こんで入学。でも、そんなことはないんですね…計算がだめだめでも実験ができればどうにかなる日がきっと来るはずと
信じて、理系でがんばっていきます。（みっくす）
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牛肩ロース薄切り肉　　　　　　120g
じゃがいも　　　　　　　　　　2 ～ 3個
たまねぎ　　　　　　　　　　　1/2個
冷凍グリンピース　　　　　　　20g
だし　　　　　　　　　　　　　カップ1と1/2
砂糖　　　　　　　　　　　　　大さじ1と1/2
みりん　　　　　　　　　　　　大さじ1
しょうゆ　　　　　　　　　　　大さじ2と1/2
☆ポイント☆ 肉は豚肉でもよい。グリンピースの代わりに

                       サヤエンドウでもおいしい。

第二章　 料理魂

肉じゃが＆みそ汁
　

  

Me~dia 4　ショッカータイムス

1. じゃがいもは皮をむいて、一口で食べられる大きさに切って、水にさらす。
 （こうすることで、煮崩れを防ぐ。）
2. たまねぎは皮をむいて、くし切りにする。
3. 牛肉は5 ～ 6センチの長さに切る。グリンピースは熱湯につけて解凍する。
4. 鍋にだし汁を煮立て、牛肉をほぐしながら入れ、あくが出たら取る。
5. じゃがいもの水気を切り、たまねぎとともに鍋に入れる。そして砂糖、みりんを加える。
6. ふたをして中火で5分煮る。
7. しょうゆを入れ、ふたをし、弱火で15分くらいじゃがいもが柔らかくなるまで煮る。
8. ふたを取って、煮汁がとろりとするか、完全になくなるまで煮詰める。

 最後にグリンピースを散らす。

作り方(肉じゃが)

わかめ（乾燥）　　　大さじ1
油揚げ　　　　　　1/4枚
万能ねぎ　　　　　2本
絹ごし豆腐　　　　1/4丁（75g）
だし汁　　　　　　カップ2
味噌　　　　　　　大さじ1と1/2 ～ 2

材料（豆腐とわかめのみそ汁）　２人分材料（肉じゃが）　　2人分

肉じゃが みそ汁

入ったサークルといつの間にか入ってた学生委員会の活動日が全く同じでした。今週はこっち、来週はあっち、再来週は
…。かけ持ちたくさんするのもいいけど予定はしっかり把握しておきましょう。（のん）
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あとがき

文責　　ショッカー

1.  わかめは水に5分浸してよく絞っておく。
2.  豆腐はさいころのように1センチ角のように切る。（これを角切り、さいころ切りと言う）
3.  油揚げは細切りにする。（だいたい5 ～ 8ミリの細さ）
4.  万能ねぎは、小口切りにする。
5.  なべにだし汁を温め、油揚げ、豆腐を加えて中火で煮る。（味噌にだしが入っている場合は、水でよい）
6.  だし汁が煮立つ直前に、味噌をとき入れる。
7.  わかめを加え、煮立ったら火を止め、器に入れ、ねぎを散らす。

作り方(みそ汁)

☆ポイント☆

煮立つとは、沸騰する直前の状態。味噌を入れたら、決して沸騰させてはいけません。風味が飛んでしまいます。
☆知っ得情報☆

味噌には白味噌と、赤味噌があります。主に、白系には貝や豆腐、わかめなどと合い、赤系は豚汁、大根、油揚げなどと合うと言わ
　れています。

炊飯器を買うと、中に計量カップが入っていると思います。その1カップ丁度が、1合と言って150gになります。
お米は、こしひかりやあきたこまちなど様々な種類がありますが、特にこだわりが無ければ、国内産のブレンド米は安

　く、オススメです。

1. お米をとぐ際、写真のようにボウルとざるを重ねておくと良い。
2. まず、最初に水を入れ、一回かき回すとすぐに水を捨てる。

       （このとき、ざるを持ち上げると米がこぼれない）
3. 水をいれ、かき回し、手の腹で押すようにとぐ。これを2 ～ 4回繰り返す。
4. 炊く前に30分程度水につけておくと良いが、時間が無ければ構わない。
5. 炊飯器にお米を移し、水を線まで入れて、スイッチを入れる。
6. 炊き上がってもすぐにふたを開けず、10分程度蒸らしてから、ふたをあけ、しゃもじで切るように混ぜる。
☆ポイント☆

お米のとぎ汁が透明になるまでとごう！なんて考えている人はいませんか？お米のとぎ汁は、透明にはなりません。しかも、とげば
とぐほど、栄養は流れ出ていってしまいます。一般にとぐ回数が増えれば味は良くなるが、栄養は無くなっていくと考えてください。

炊飯器には保温ジャー機能がありますが、ずっと保温しておくと、ご飯が黄色く変色してしまいます。なるべく炊いたご飯はその日
のうちに食べ、残ったご飯は、冷凍保存しておくと便利です。

お米の炊き方

今回のショッカータイムスは新入生応援企画として、一人暮らしに最低限必要な調理器具と調味料につい
て特集しました。大学に入学して新しく下宿を始めるみなさんのお役に立てたでしょうか？これは基本的な
物ばかりなので、料理に興味がある人は自分の目的に合わせて他にも道具などを買いそろえましょう。
食生活班では、日々健康な食生活が送れるよう一人一人が努力しています。また、班員が集まってみんなで
料理などをしています。去年のこの料理会では、カレーパンやプリン、餃子（皮から）など普段作る機会があま
り無い料理など作りました。食生活班に入ることはレパートリーを広げる良い機会にもなると思います。興味
のある人はぜひぜひ！！！私たちと一緒に活動していきましょう。

入学当時の失敗といえば…共通（全学）教育棟で迷ったこととか、掲示板ちゃんと確認せずに授業の教室間違えたことと
かですね。前者みたいな失敗はもうやらないだろういけど、後者はまだまだやりそうだなぁ。（にゃっこ）
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unicef班
ユニセフ班って？？

ユニセフ班とは名大生協の生活班の一つで、国際貢献や世界への理解を深める事を活動
の軸としています。「ユニセフ班」と初めて聞くと、ユニセフ募金などのユニセフに関係する
活動をしている班だと思われるかもしれませんが、その他にも国際貢献の手段として、フェ
アトレードなどを取り上げています。ここからユニセフ班の紹介をします。

ユニセフ募金
名大生協ユニセフ班ではユニセフ募金箱の設置、募金の回収をしてい

ます。ユニセフ募金箱はいろいろな食堂や購買に置いてあります。購買や
食堂によっては他のものの陰にあったり、スマトラ沖地震の募金箱の横
にひっそりあったりします。よかったら探してみて下さい。ユニセフ募金
箱に集まった募金はユニセフ班で集めて、日本ユニセフ協会に送ってい
ます。後期の募金額は現在集計中です。ご協力ありがとうございました。

募金の回収の他に、６月には北部厚生会館前と南部食堂前でユニセフ
募金に関する該当アンケートを行いました。「ユニセフ募金」はほとんど
の方が知っていたのですが、名大内に募金箱があるということを知らな
い人が多くいました。設置場所等の理由もあると思いますが、広報が足り
ない面もあると思うので、今後は積極的に広報活動を行っていきたいと
思います。

　南部地区　
・南部購買・南部食堂・フレンドリィ南部
　北部地区　
・北部購買・北部食堂
　理系地区　
・理系カフェテリア・理系中華
・理系ショップ・農学部購買

↑南部購買に置いてある募金箱

unicef班unicef班unicefunicef班unicef班unicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicef班unicef班unicef班unicefunicefunicef班unicef班unicef班unicefunicefunicefunicefunicefunicefunicef班unicef班unicef班unicefunicefunicef班unicefunicef班unicefunicefunicef班unicef班unicef班班unicef班unicef班unicefunicefunicef班unicef班unicef班unicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicef班unicef班unicef班unicefunicefunicef班unicefunicef班unicefunicefunicef班unicef班unicef班班unicef班unicef班unicefunicefunicef班unicef班unicef班unicef班unicefunicefunicef班unicef班unicef班unicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicef班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班unicef班班班unicef班班unicef班班班unicef班班unicef班班班unicef班班unicef班班班unicef班班unicef班班班unicef班班unicef班班班unicef班班unicef班班班unicef班unicef班unicef班unicef班班班unicef班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班

日本全国から寄付された募金は日本ユニセフ協会に集められ、日本
ユニセフ協会からニューヨークにあるユニセフ本部に送金されます。
ユニセフ本部で、各国の子供の状況を見て、現地にあるユニセフの事務
所にお金を送り、各国政府と協力して、世界158の国や地域でそのお金
を子供のための活動に使っています。お金が使われる国のほとんどは
開発途上国です。

 ユニセフ募金の行く末… ユニセフ募金の行く末…ユニセフ募金の行く先

unicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicefunicef名大
生協

募金箱の設置場所

スマトラ沖地震…インドネシアのスマトラ島沖で12月26日に発生した、マグニチュード9.0
の地震。津波による被害が大きく、感染症による犠牲者増加も懸念されています。

正確には新入生ではないのですが…入試の時、文学部の試験場に行くつもりが、豊田講堂前まで行ってしまったことで
しょうか。試験には間に合いましたが、あのときほど方向音痴を恨んだことはありません。（みつを）
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学習会

ユニセフ班に入るためには

フェアトレードとは、発展途上
国などの立場の弱い労働者が不
利な立場に立たされることのな
い貿易です。普通の貿易ですと、
商品生産時に発展途上国などの
労働者は安い賃金で働かされ、先
進国の会社が高い収益を得るよ
うな仕組みになっていることが
多いです。しかし、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、消費者が互いに
対等な立場に立っていて、労働者
は業者から仕事の指導を受けた
り、継続的な商品の発注を受ける
ことで、安定した仕事につき適正
な賃金を受け取れるようになっ
ています。

また、労働者を守るため、IFAT
（国際フェアトレード連盟）認証
のマークがついたフェアトレー
ド商品には危険な薬品が使われ
ていません。そして、それは労働
者だけでなく、消費者の私たちの
ためでもあります。最近では街の
お店などにもフェアトレード商
品が置かれていることがあるの
で、ちょっと注意してみてみてく
ださいね。

国際情勢、国際貢献の活動などの知識を深めるためにユニセフ班では学習
会を実施しています。昨年度は、ユニセフ・フェアトレード・子供というテー
マで学習会を開きました。学習会を開く前にはおぼろげにしか分かっていな
かったことの知識が深まり、自分たちが行っている活動への意識が高まりま
した。

１年生の場合
新旧交歓会（4/3）で

総代or生協委員になる。

学習会でこんな事やりました～学習会資料より一部抜粋～

名大祭
昨年の名大祭には、名大祭に生活班合同のお店と、平和憲章委員会の人た

ちと合同のお店を出しました。そのときの様子を少し紹介します。
名大祭ではユニセフのポ

ストカードを売ったり、ユニ
セフグッズなどを取り扱い
ました。

またフェアトレード商品
も食品、楽器などを多数の方
が買っていかれました。フェ
アトレード商品もそのまま
売るだけではなく、お菓子を
作ったり、コーヒー紅茶を淹
れて提供したりしました。

私たちが出来る国際貢献

私たちのできることは日常生活で、世界とのつながりを意識して生活したり、
いろいろな国の人の生活や暮らしについて関心を持ちその実態を知り、それを
他の人に伝えていくことだと思う。商品を作るために強いられている労働など
について考え、作り手を意識して商品を選択できるようにすることはとても重
要なことだ。世界の人々のために何かしようと思うなら、まず情報を集め、得ら
れた情報を発信し、多くの人とその情報を共有できるようにすることが大事だ
と思う。

総生ガイダンス＆総生セミナー

に来てユニセフ班に入る。

他にも、ユニセフの活動やフェアトレードについての展示物などをしてい
たのですが、かなり感心して下さる人もいて、とてもやりがいを感じました。

文責：名大生協ユニセフ班広報部

今は毎週木曜日のお昼に全学教育棟の13

番教室でミーティングを開いているので、１

年生以外の人や生協委員ではない人でも、興

味のある人はぜひ来てみて下さい。

 ユニセフ募金の行く末… ユニセフ募金の行く末…教えてフェアトレード

↑名大祭での様子

認証マーク→

学部ごとで決められた日時に学生証を取りに行くのを忘れてしまいました。どんなお叱りがくるかとてもびびっていま
したが、翌日ぐらいに取りに行ったらあっさり発行してくれたので安心しました。（むらまさ）
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 頭翔智閃

 ○前回の解答○

～あたまかけるちえのひらめき～

Me~dia 4　頭翔智閃～あたまかけるちえのひらめき～

　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。クイズ＆

パズルの全問正解者から抽選で 1 名の方に図書券 1,000 円分をプレゼント！アンケートに答

えを書いて送って下さい。クイズを解いて楽しんで、図書券を当てて喜びましょう！

今回の当選者は　メガネ君　さんです。

おめでとうございます。

エイトセンシズ　玄米フレーク　没一　みかん　
メガネ君　COURS　（敬称略）

◆全問正解者◆

なかなかみなさん苦戦したようですね。それで
は画面の右から順番に解答を発表します。

１．サー○ルＫ横の木の大きさが違う。

２．犬の影が二重に塗ってあるのとないの。

３．太陽に目っ !!

４．わんちゃんの目が輝いてます。

５．口も違います。

６．どうやら鞄を置き引きされたみたい。

７．サー○ルＫ vs モス○－ガー。

８．窓に人影が…。

９．うさぎ（猫？）の眉の長さ。

10．しっぽも違う。

11．木の幹の模様が微妙に…。

12．葉っぱの中に点があったりなかったり。

以上、解答でした。全部見つけられましたか？
さてさて当選者の発表ですが、全問正解者がい

ました!!

下宿を始めた頃、プリンターと電気スタンドの位置が非常に近く、プリンターが一部溶けました。（ゆう）
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●今回のお題●

文責：のん

それじゃあ早速本番行ってみよう!!
右にあるのが今回のお題「100マスルー
プパズル」です。解答方法は、

ループを作り、その内側にある

「0」の個数を答えてください。

解答はアンケートの解答欄に解答を書い

て送ってください。

いつも通り正解者の中から一名

に1000円分をプレゼントします。

なお、今回はきっと解答欄に余裕がある
と思うので（前回狭くてごめんなさい…）、
ぜひぜひ感想や「こんなパズルがいい」とい
うリクエストなどもお待ちしています。
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 ○ループパズルで頭翔智閃○

ループパズルは解いたことのない人も多いと思いますが、この機会に挑戦してみましょう。

問題用紙です。数字と同じ
数だけ周りに線が引けます。

「１」なら一本、「２」なら二本
☆もちろん「４」はないです。

「０」の周りは全部×。「３」
の周りも解きやすいですね。
全部が直線でつながるので一
個の点から線が三本出ること
はないですよー☆
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だんだんと線が増えていき
ます。でも、必ず全部の線はつ
ながります。たまには推測が
必要だったりしてくるかも。

完成!!こんな感じにつなが
ります。それぞれの数字の周
りにはちゃんとその数だけ線
があり、ループも一つです。こ
の状態を目指しましょう。

○点と数字の入った問題用紙があります。数字の周りには数字と同じ数だけ線を引きます。
○この線をつなげていくと最終的に一本のループになります。
○…と、単純だけど、なかなか奥の深いゲームです。
○できるループは一個だけなので気をつけましょう。
○空白のマスの周りは線は何本引いてもOKです。

ルール

＆

例題

メディアセンターで夜遅くまで課題をやっていた時のこと。一旦部屋から出たら鍵がかかって中に入れなくなってしま
いました（泣）。時間外利用（7:00以降）はあらかじめ申請がいるんですよねー。（すの）
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　三年になるので、

勉強が忙しくなるけ

ど、その分生活のリ

ズムをきちんと確立できるようにし

たいです。新学期には引っ越すので、

新しい環境でがんばりたいです。後、

大学に入学してしばらくして枯らし

てしまった観葉植物をリベンジとし

てもう一回育てたいです。

 （玄米フレーク）

名大内のお気に入り

は中央図書館の４階。

静かで、勉強にも睡眠

にも最適な空間です。 （かときち）

新学期への抱負

中央図書館の４階…研究用個室と

かがあってちょっと近づきがたい

イメージがあったんですけど、静か

なのはいいですね。３階が参考書片

手にお勉強という感じなら、４階は

じっくり資料調べと言った感じで

しょうか。まわりから隔絶された感

じが図書館っぽくて良いと思いま

す。

名大内のお気に入りの場所。ズバリ、２グリです！！なぜ

かは分からないけど、あの石の椅子に座ってるとなんとなく

落ち着くんです。快晴の日には横になって日なたぼっこがで

きるし、夕方ぐらいになると犬を飼っている近所の人たちが集まってきて、

たまに犬が近寄ってくるので癒されます。（玄米フレーク）

石の椅子に座ってきました。まだ冬だったせいか椅子が冷たく…だんだん

春が近づいてきて、暖かくなってきたらまた座りに行きます。ぽかぽかの春

の陽気の中、外でゆっくりするのもきっといいですよね。ぴかぴかの新入生

を見ながら、まったり時間を過ごそうかなぁ。

新学期への抱負新学期への抱負新学期への抱負

新しい建物全般が好

きです。なんかかっこ

いいし、きれいだし、ス

マートなイメージがあります。トイ

レがきれいなのもいいですね。ウォ

シュッレト化が密かに進行中です。

 （エイトセンシズ）

名大内のお気に入りの場所

先日新しくなった経済学部棟に

こっそり侵入してきました。ところ

どころまだ工事中でしたが、明るく

てとても綺麗なところでした。IB館

もとてもおしゃれでいいですよね。

トイレには入ったことはないですが

…トイレといえば、工学部新１号館

の女子トイレの中には白い大きめの

机があったりします。使い道は不明。

２グリから見た風景↑

うちにも観葉植物あります。２週

間に１回しか水やってないけどちゃ

んと生きてます。そんなわけで、水や

りを忘れてしまう人にはサンスベリ

アはおすすめです。マイナスイオン

もでるらしいですよ。

Ｍe～dia伝言板

 （エ

新学期への抱負新学期への抱負

　三年になるので、

新学期への抱負

観葉植物（ポトス）

こんにちは。新学期が始まりました。はじめましての人もそうでない人も、投

稿を受け付けているので、じゃんじゃん投稿してください。あなたの投稿がこ

の記事を作ります。そんなMe～dia伝言板をよろしくお願いします。

入学当時の失敗…入学式前の話だけど…教科書購入の手続きを一切してませんでした（ぉ。その当時推薦入学だったの
で車校にいってたので…すっかり忘れてたのです…。幸い、〆切過ぎても受け付けてくれたので良かったのですが…まじ
でびびりました（むー）
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このページはみなさんの投稿によって作られています。
どしどし投稿してください。

文責（コメント）　みっくす
イラスト　にゃお

６月号の投稿テーマ

その他

　●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。アンケートは
声カードボックスに投函してね。

好きな季節とその理由

　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。

春が好きです。暖かく

なるし、緑も多くなるの

で、景色が明るくなるか

らです。花粉症なので喜

んでばかり入られないの

が悩み。 （COURS）

春が近づいてくると、雑誌やテレ

ビなどが一斉に春モードになる気が

します。こんなに注目されている季

節は他にないのではないでしょう

か。そして、卒業式、入学式などのイ

ベントもたくさん。受験した時は殺

風景だった全額教育棟前が、入学す

る頃には桜が満開だったりするのを

見ると、春っていいなぁと思います。

秋が好きです。夏と冬の中間で比較的過

ごしやすい事、紅葉がきれいなこと、春より

布団の中の居心地がよい事等が理由として

あげられます。 （みかん）

愛知県にも香嵐渓という有名な紅葉スポットがあり

ます。2004年度のMe ～ dia10に紅葉特集が載っていた

ので、よかったら紅葉の季節にまた、開いてみてくださ

い。

好きな季節は秋ですね。

何となく落ち着いた感じが

いいです。春も捨てがたい

んですけど、花粉が…。

 （メガネ君）

秋派多いですね。高校時代は秋は

行事に追われて秋を感じる暇もな

かったけど、大学に入ってからは夏

休みの関係上、秋をゆったり感じら

れるので、少しずつ秋が好きになっ

てきました。「何となく落ち着いた感

じ」という秋を時間に追われて見逃

さないようにしたいですね。

好きな季節…春。野鳥

のひなと出会える。ヒヨ

ドリ、ムクドリ、雀…今ま

で色々と拾いました。保護して放鳥

するまでが一苦労ですが、それがま

た楽しい。 （ダニー・チュン）

小鳥は春を運んでくる感じがしま

す。ウグイスを始め、木の芽が大きく

なる一足前にやってきて、春を呼ん

でいる様で。ちなみに、私は野鳥のひ

なっていままで見た事無いんです

よ。家の近くに木が少なかったから

もしれないですね。今年の春は野鳥

のひなと会えるといいな。まぁ、会え

なかったら会えなかったで、それは

落下した野鳥がいないという事で喜

ぶべきことだと思うんですけど…

やっぱりちょっと寂しいです。

好きな季節とその理好きな季節とその理由由

休日の過ごし方

梅雨のじめじめ解消法ペンネームの由来
カタカナひらがな漢字…個性
豊かなペンネームの由来を教
えてください！！

遊ぶ。バイトする。レポートを書
く。あなたの休日の過ごし方はこ
の中にありますか？それとも…

洗濯物は部屋干し。部屋もじめじ
め。あなただけの梅雨時の生活の
秘訣を紹介してみませんか？

 （メガネ君）

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
る質問などなど。

ペンネームの由来
カタカナひらがな漢字…個性
豊かなペンネームの由来を教
えてください！！えてください！！えてください！！

梅雨のじめじめ解消法

秘訣を紹介してみませんか？

休日の過ごし方

の中にありますか？それとも…

履修登録をいいかげんにやっていたら失敗し、訂正の手続きも締め切りまでに間に合いませんでした。書類を提出しに
行ったら事務の方に「困りますねぇ」と叱られて凹みました。１年後期も２年前期も登録用紙の締め切り間際に風邪を引く
などのトラブルで締め切りを破りました。（ジュンヤ）
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Me ～ dia 2 の記事はいかがでしたか？

Me~dia 4　ゆうべのひとこえ

学生委員会だより

Bound for 東京

Co-op Information

　CD・DVD・雑誌の店頭販売がなくなる
のはショックだけど経営のためなら仕
方ない!!これからも頑張って下さい。  
 （玄米フレーク）
→店頭販売でお気軽に利用して頂けな
くなった分を補うためにも、注文のご利
用をご案内していきます。 （編集部）

　CD・DVDの在庫販売廃止について。
キャッチコピーは「安く買うなら中古
か生協の取り寄せ」。今まで、注文はマニ
アックなものが多かったと思いますが、
これからはどうなるのでしょうかね。  
 （没一）
→最近は、書籍でもマニアックな本が売
れているといった状況があるようです。
いろいろな要望にお応え出来るように
活動をしていきたいです。 （編集部）

　最近は行く事がまれになっていた北
部生協のCDが閉鎖になると聞き寂しく
なりました。 （みかん）
→最近は、CD自体の売り上げが下がっ
ているとのことですので、CDショップ
も経営は難しいのかも知れませんね。  
 （編集部）

　理系ショップの営業時間初めて知り
ました。朝早くから夜遅くまで開いてい
たんですね。 （COURS）
→そいういえば理系地区には書籍があ
りませんね…。需要はやはり相当あるの
でしょうか？ （編集部）

　理系ショップはすごい混んでるイ
メージがあって滅多にいかないんです
けど、これを機会に行ってみようと思い
ます。　 （メガネ君）
→今回の商品構成の見直しなどによっ
て、混雑緩和も目指しています。少し生
まれ変わった理系ショップにぜひ一度
足を運んでみてください。 （編集部）

★生協に対する意見

○共通にも生協フェアの案内をして
ほしいです。（かときち）
○生協も経営が大変なんですねぇ。
（うえすぎようこ）
○万博チケットも扱っているという
ことを最近しりました。（ダニー・チュ
ン）
○マイバッグ運動復活しましたねー。
（メガネ君）
○１月に80%オフって…きいてない
よ～。（12月の半額は知っていた）おか
げで２月に行ったら90%オフだった
が在庫ほぼなし…。（エイトセンシズ）
○春休み中の店舗営業日時一覧表を
もう少し早く置いていただけると嬉
しいのですが、いかがでしょうか？
（みかん）

　声カードの冊子を楽しみにしていま
す。 （みかん）
→期待していてください！！なんと特
別ゲストのインタビューも企画してい
ます！ （むー）

　東京には以前住んでいたことがある
ので、それほど行きたいわけではありま
せんが、青春18切符はいいですね。私も
年齢制限あると思ってました。夜行列車
に１度でいいから乗ってみたいです！  
 （かときち）
→実は、私も夜行列車には、乗ったこと
はありません。昼間に、普通列車を乗り
継いで東京に行ったことはあるんです
けどね。 （シュウセイ）

　この「手段」に「リニア新幹線」が加わ
るのは何年後のことか…と思いながら
読みました。私は専ら「こだまの往復
セット（指定席・ドリンク付）」を利用し
ています。バスと通常の新幹線の間の料
金でお得です。 （ダニー・チュン）
→前号で、こだまの往復セットを取り上
げれなかったので、今回紹介させてもら
います。名古屋～東京を約３時間かけ
て、通常期だと7,900円かかります。１度
試してみても良いかも。買える場所が決
まっている、事前が予約が必要など制約
が多いところが。 （シュウセイ）

　新入生歓迎活動について。推薦入試対
応の記事を読むたびに思い出します。私
は法学部でしたので経済学部をよく通
り抜けていたのですが推薦合格の手続
きに来た親たちの嬉しそうな顔を！  
 （うえすぎようこ）
→ですよね！！その新入生の顔が見た
くてがんばっています！ （むー）

2005

4
2

下宿を始めた時、洗濯の物干し竿を組み立てているときに、部品で右手の親指の付け根を刺しました。やばかったです。
腱が切れていなくて本当によかったです。ケガには注意しましょう＆病院の場所は把握しておきましょう。（くみ）
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ショッカータイムス

moo × 2 の名大生協イート Navi ！

日本見聞録　鶴舞方面へ行くのは鶴舞図書館に用
がある時が多いのですが、医学部キャン
パスにも今度寄ってカフェを利用して
みたいです。 （ダニー・チュン）
→ぜひいってみて下さい！ （むー）

　CAFE CRANE、ナイスファイトです。頑
張って下さい。 （忘れ物）
→ありがとうございます。高浪さんに伝
えておきます （むー）

　鶴舞に行くことはないので、あまり魅
力を感じないけど、医学科の人たちに
とっては安らげる空間が増えてよかっ
たと思いますね。 （玄米フレーク）
→お店の雰囲気がよく、学部棟の中の憩
いの場でした☆ （むー）

　高浪さんは南部の高浪さんとは別の
方なんですか？ （メガネ君）
→私もそう思って聞いてみたところ、な
んと「南部の高浪は旦那です」といわれ
ました！ （むー）

　３年も大学に通っているのに東山
キャンパスにしか来たことがありませ
ん。機会があったらぜひ他のキャンパス
にも行ってみたいです。 （COURS）
→他のキャンバスにも行ってみると新
たな発見があるかも知れませんよ☆  
 （むー）

　オシャレなカフェみたいですね☆  
 （エイトセンシズ）
→とてもおしゃれでしたよ☆ （むー）

　長い間お疲れ様でした。CAFE CRANE
の事は、今回初めて知りました。鶴舞
キャンパスには縁のなかった身ですが、
４月の暇な時に行ってみようかと思い
ます。 （みかん）
→ありがとうございます。ぜひいったら
また感想を聞かせて下さい （むー）

　田舎育ちだったら、都会に憧れるのが
普通だと思うけど、僕は基本的に都会は
好きではありません。人混みが嫌なんで
す。やっぱり田舎での～んびり過ごすの
が一番です!! （玄米フレーク）
→田舎からきた私にとって、名古屋に生
活していますと、田舎が懐かしいです
ね。特に、雪が恋しい。 （シュウセイ）

　私は鉄道派。乗り心地の良さと正確さ
で、鉄道に優るものはありません。私は
上京したことはありませんが、行きたい
ところは、神田神保町の古書店、秋葉原、
本郷の東大です。 （没一）
→私もバスより鉄道派。高速バスには、
乗ったことはありません。駒場の東大に
は行ったことがありますが、本郷はない
です。石川県出身者としては、前田家の
建てた赤門を奪還せねば…（笑）  
 （シュウセイ）

　ロシア。近くて遠い国の一つなので今
回ロシア人の方の意見を知ることがで
き、良かったです。日本とは、お正月とク
リスマスの前後が逆になる事が驚きで
す。 （みかん）
→私も多くのかたに知ってもらえて、良
かったと思っています。 （留学生委員会）

　ロシア＝寒いというイメージしかな
かったのでおもしろかった。でも１月７
日がクリスマスなのはなぜ？？  
 （かときち）
→ロシアではキリスト教の暦（ユリウス
暦：編集部注）ため、１月がクリスマスと
な ります。 （留学生委員会）

　１月７日がクリスマスというのに驚
きました。日本人とロシア人が比べて
あったりして読んでいてとておもしろ
かったです。（COURS）
→時間があれば、一緒に違いを探しま
しょう！ （留学生委員会）

　ナターリアさんへ。「日本人の不思議
なところ」で一つ異議アリ！「・男女と
もアイロンを使う人は少ないです」との
コメントですが、世間に目を向ければそ
んな事ないはずです。学生仲間しかごら
んになっていないのでは？！現に私は
友人がホメてくれるアイロンかけ上手
です！ （うえすぎようこ）
→へえー、そうなんだ。もっと日本人を
知りますねえ。 （ナターリア）

　日本人がロシア人を勘違いしている
ところ、のコーナーがよかったです。笑
えました。 （忘れ物）
→うそと思うかもしれないけど、ホント
だよ。 （留学生委員会）

　今までロシアについてほとんど考え
たことがなかったのでこれを機に注目
していけたら良いと思いました。あっ、
でも寒がりの僕には冬のロシアはご遠
慮させていただきたい。 （玄米フレーク）
→寒くても、是非行ってください、いい
ところですよ。 （留学生委員会）

　日常生活のささいな所でも文化の違
いが表れているんだなぁと驚きました。  
 （メガネ君）
→私は今でも、日本人に驚かされていま
すよ。 （留学生委員会）

　コーヒーが二日酔いに効果があると
は知りませんでした。二日酔いになった
ことはないけどいつの日か飲み過ぎて
二日酔いになった時には試してみたい
です。そんな日は来ないと思うけど…。  
 （玄米フレーク）
→二日酔いをしないですめばそれが一
番いいのですけれどね…。やっぱり健康
は毎日の積み重ねですね。 （編集部）

前回好評だった県名の由来、編集部員バージョンです。まずは、福井県（むー）。江戸時代、福井県庁所在地は「北の庄」と
いったそうです。『北』が縁起が悪い、と考えたその城主松平忠昌が『福の居座る町』、つまり『福居』と定め、その後『居』に、簡
単な『井』の字があてられるようになったのがはじまりだそうです。
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Me~dia 4　ゆうべのひとこえ

ゆうべのひとこえ

Me ～ dia 伝言板

頭翔智閃

　相変わらず鬼のような間違い探しで
すね（笑） （メガネ君）
→ですね。でも図書券当選しました☆お
めでとうございます。 （のん）

　まちがえ探しは苦手だったけど、意外
と解けました。たぶんあっているはず。  
 （COURS）
→見事全問正解でした。この間違い探し
が全部解ければたいしたものです（自分
は２つわからなかった…）。 （のん）

　間違いの場所が近接している場合、
一ヶ所とカウントしてよいのか迷いま
した。 （ダニー・チュン）
→目が二つでも間違いとしては一つで
す。う～ん、ちょっとややこしかったで
すね。 （のん）

　コーヒー派と紅茶派の人ってどっち
が多いんでしょう？ （メガネ君）
→編集作業中の編集部内で意見をとっ
てみたところ、コーヒー：紅茶＝１：４で
した。編集部内では、圧倒的に紅茶派の
ほうが多いようです。 （編集部）

　コーヒーだーいすき!!ブラックに限
る。そんな私は支持政党なし（無党派＝
無糖派）。缶コーヒーは子供の飲み物で
す。大学はコーヒーの消費量が多い所だ
と思います。 （没一）
→うまい！座布団一枚！ですね。確か
に、大学の研究室に入ると、コーヒーの
香りがすることが多いように思います。  
 （編集部）

　コーヒーはよく飲みます。特に勉強を
はじめるときに、まずコーヒーを用意し
ますね。今、おいしいインスタントコー
ヒーを探索中です。 （エイトセンシズ）
→飲み比べてみると違いがよくわかり
ますよね。“利きコーヒー大会”なんての
も面白いかも…？ （編集部）

　餃子は具だけならたまに作ったりし
ます。海老入りがおいしくておすすめ！
皮から作るなんて気合い入ってますね。
大変そう…。 （かときち）
→皮から作るとちょっと大変ですけど、
“特別”な感じがして面白いですね。私の
“変わり具”はチーズです。とろけておい
しいですよ。 （編集部）

　コーヒーコーラは意外とおいしかっ
た！おすすめです☆ （MOMO）
→コーヒーコーラって何だ？と思って
調べてみたら色々と面白そうな物が…。
コーヒーコーラって19世紀ごろには
もうあったそうですね（当時はカフェ・
コークと言ったそうな）。食べ物の歴
史って面白いですね。 （編集部）

　花粉症対策については毎年新説がで
ていますが、人によって合う合わないが
あるみたい。 （ダニー・チュン）
→わたしは甜茶がおすすめです。ちょっ
と甘いので、苦手な人もいるかもしれま
せんが。効果も大事ですが、続けるのが
負担にならないって大事ですよね。  
 （編集部）

　今年は花粉がすごいらしいですね。去年
何ともなかったので、治ったと思ったら少
ないだけだったんですね。 （メガネ君）
→今年はなぜかまだ花粉症の人を見て
いません。（３月７日現在）。花粉の量多
いって聞いてたんですけど、どうしたん
でしょうか。 （編集部）

　今回のアンケート回答者数はもしか
して今年度最高？ （ダニー・チュン）
→ですねー。ちなみに、2位は10月号で
19枚でした。 （編集部）

　これを書いている今はテスト期間の
真っ最中…。勉強しないとっと思いつ
つ、これを書くみたいな…。 （かときち）
→これを書いている今は再試の前日…。
勉強しないとと思いつつ、締切に追われ
て書いています。個人的には、テスト勉
強にもちょっとした息抜きは必要だと
思いますよ。そんなことしているから再
試に引っかかると言われてしまえばそ
れまでなのですが。 （みっくす）

　１年間使わないのは捨てる、これは片
付けの鉄則らしいのですが、１年後手に
しては「ああ、これは又、何かに使える」
と思ってしまいそのままにして、更にそ
の上に物が…ああ、悪のジレンマです。  
 （うえすぎようこ）
→逆に僕の場合は、目に見える要らなそ
うな物片っ端から捨ててしまいますん
で、後々困ることも…その割には片づか
ないのですが…何故だろう… （むー）

　回答者の皆さんの豆知識が盛り沢山
でとっても面白かったです。（メガネ君）
→まめまめま～♪ （みっくす）

　自分が出した感想に一言コメントが
されているので、Me～ diaを手にした
ら一番最初にこのページを見て楽しん
でます。 （COURS）
→ありがとうございます。これからもア
ンケートよろしくお願いします  
 （編集部）

　今回はアンケートに新メンバーがた
くさん増えて、より学生の生のひとこえ
を知る事ができて嬉しかったです。自分
が感心を持っていることを、他の人も
興味があると分かった瞬間が特に嬉し
いです。algoの件、ありがとうございま
す。 （みかん）
→ありがとうございます。これからも新
メンバーがどんどん増えて、読者の交流
の場になるように編集部一同頑張りま
す！ （編集部）

＜長野県＞（すの、のん）
県庁所在地が『長野』という地名だったため。その地名は、『細長い平野部』という意味だとか。
ちなみに、長野は松本と長野で確執があるそうで、『長野』よりも『信濃』『信州』でつながりを感じるとか。
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表紙・裏表紙

＜今回のアンケートは 13 枚でした。＞

2アンケート回答者（敬称略）

● 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 4　ゆうべのひとこえ

2 アンケート当選者（敬称略）

経済学部１年 かときち

文学部１年 MOMO

農学部１年　　 忘れ物

工学部１年 没一

経済学部２年 冬のアナタ

理学部２年 玄米フレーク

文学部３年 みかん

理学部３年 COURS

法その他 うえすぎようこ

国際開発研究科 ダニー・チュン

経済学部１年 かときち

文学部１年 MOMO

農学部１年　　 忘れ物

工学部１年 没一

経済学部２年 冬のアナタ

理学部２年 エイトセンシズ

理学部２年 玄米フレーク

理学部２年 メガネ君

情報文化学部３年 るうとん

文学部３年 みかん

理学部３年 COURS

法その他 うえすぎようこ

国際開発研究科 ダニー・チュン

ページ下

全新歓公示

　表も裏もハートだらけで圧倒されま
した（笑）。 （メガネ君）
→私は表を描いたんですが、描いた時に
は裏もハートだって知らなくて、原稿が
そろってから「ハートだらけだなぁ」と
苦笑してしまいました。 （にゃっこ）

　今年もヴァレンタインは関知せず。
興味のないものに巻き込まれなくてよ
かったです。画一的な価値観に囚われな
いことが重要です。 （没一）
→そうですね。イベントや行事は取捨選
択をして、自分なりの意味を持って、自
分なりの楽しみ方ができるのが一番だ
と思います。 （ゆう）

　２月といえばバレンタイン。今年も
やっぱ義理だったなぁ。 （COURS）
→私も結局父にチョコあげて終わっ
ちゃいましたよ…。 （にゃっこ）

　バレンタインを意識したものですかね。
温かみがあってよかったです。 （忘れ物）
→ありがとうございます！４月号では
表紙描いていませんが、これからも表紙
を描く機会が多いと思うので、またぜひ
感想を聞かせてくださいね。 （にゃっこ） 

　ハートと詩のかわいい感じが合って
ましたね。そういえばバレンタインなん
だなって。 （かときち）
→ありがとうございます★バレンタイ
ンも、見ようによってはステキなイベン
トなのです。 （ゆう）

　地獄の細道は今回は紹介する側とい
うことではりきっていきます！１年生
にひかれないような感じのいいアピー
ルをしたいなぁ。 （かときち）
→どうでしたか？新入生たくさんはい
るといいですね☆ （全新歓担当）

　僕も去年構成団体の一団体として全新
歓行事に参加したんですけど新入生って
まだまだ幼いですね。 （玄米フレーク）
→それだけ、僕たちが大学で成長したっ
て事ですね…。 （全新歓担当）

　生協の各班も「地獄の細道」に参加す
るんですか？ （没一）
→今年は食生活班が単独で、その他の班
が、合同で出しました （班活動担当）

　今年もがんばってください。 （みかん）
→ありがとうございます。おかげさまで
全部終わりました （全新歓）

　私もジュンヤさんと同じくトルコに
行きたい。そして、のびるアイスを食べ
てみたい☆ （かときち）
→シンバルという楽器は、トルコ発祥で
す。そして、ピラフもトルコ発祥ですね。  
 （じゅんや）

　私が行ってみたいのは、国内外の路面
電車巡り。函館・広島・長崎など、国内の
「チンチン電車」。欧州各地の「トラム」。
どちらも趣があって良いですよ。でも、
私の地元・岐阜では、路面電車が廃止さ
れます。実に残念です。 （没一）
→“路面電車”という、歴史の象徴が消え
ていってしまいますね。廃止された路面
電車もどこかで保管されるのかもしれ
ませんが…やっぱり走っている光景が
一番いいですよね。 （編集部）

　そういえば最近ぜんぜん初詣に行っ
てないな、今度いくかな。いつ行ったっ
て初詣にはかわりない（笑）。  
 （エイトセンシズ）
→確かにその年の最初に行けばいつで
も初詣…。でも何かおかしいように思う
のは気のせいでしょうか？（笑）  
 （編集部）

　コトバが胸に響きました。いつまでも
仲良くやっていきたいなぁ…。  
 （玄米フレーク）
→そう思える方が玄米フレークさんに
はいらっしゃることですね♪ステキな
ことです。 （ゆう）

＜兵庫県＞（みつを）
今の神戸付近が『兵庫の津』と呼ばれていたことから。『兵庫』とは兵器庫のことで、大化の改新ごろに摂播国境の関所と

しての役割を持っていたことから、兵器庫が置かれていた。
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入学おめでとうございます。大学

の自由さに初めは戸惑われるかも

しれませんが、その自由をフル活

用して楽しく充実した大学生活に

して下さい。

みかん

自分の人生の主人公はあなた自身

です。だからモラトリアムだなん

て思わず、充分に活かして行って

下さい。後の人生にきっと反映し

ますから。

うえすぎようこ

　　新入生のみなさん
　　　　ご入学おめでとうございます

Me~dia 4　

＜石川県＞（シュウセイ）
石川県石川郡を流れる手取川。この川はその昔よく氾濫を起こし、その度に川の周りが石や砂礫でいっぱいになったこ

とから、この川の周辺の地名が『石川』となった。
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　Me-dia4のアンケート締

め切りは5月4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-dia6は6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

今回は『「なにか」始めよ
う』という記事を書きまし
た。「4月だし何か始めるって
のはいいよね」ってことで
書き始めたんですが、だんだ
ん主観ばかりの記事になっ

てしまって「これはいかん」とやりかたを変
えて今の形になりました。まだまだ物書きと
して修行が足りないなと感じました。

ちなみに、私が4月から始めようと思って
いることは、気象予報士の試験勉強と中国語
の勉強です♪気象予報士は入学時から取ろ
う取ろうと思っていたのに機会を逃し逃し
て4年生になってしまいました。（就活と卒論
を進めながら）がんばります☆ （くみ）

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だなぁと実感
しました。 （むらまさ）

2005年、中部地方は空
港に万博に活気づいて各
地で盛り上がりを見せて
います。

わが地元の可児市でも
「花フェスタ2005ぎふ」とい
うイベントが開催されます。

会場内には世界一広大なバラ園や大温
室があり、たいへんほのぼのした平和的
なイベントになっています。

名古屋からは国道41号線を北上or国道
19号線→国道248号線で可児市に行くこ
とができます。是非可児市に来ましょう。

ちなみに裏表紙のミルクプリンの広告
はボクが合成しました。 （ジュンヤ）

最近、大学内外を問わず、フ
リーペーパーをよく見かける
ようになったように思います。
ちょっと形態は違うかもしれま
せんが、同じくフリーペーパー

を作っている身としては、ついつい気になって
取っていってしまいます。そのあと持ち帰ってMe
～diaと見比べてふむふむ、なんて唸ってみたり。

自分もフリーペーパーを作っているよ！という
方、ここを読まれたら、冊子のことについて色々話
をしてみませんか？お気軽にアンケート、メール

（欄外右）してください！お待ちしてます！…来た
らいいなぁ。 （みつを）

今回から学読班のページが
始まりました。４月というこ
とで、まずは生協の書籍の紹介
をしてみました。今回この記
事を書くにあたった改めて生
協の書籍のWebページを見て

みたら、私たちでも知らなかったサービスがいくつ
かあってびっくりでした。２年生以上の人にとって
も「へぇ～」ってサービスとかあったんじゃないで
しょうか？ぜひ感想を聞かせてくださいね。

また、学読班ではメンバーを大募集しています！
学年問いません。ぜひ私たちといっしょに活動して
みませんか？（学読班【学生に読書をすすめる班】）

1998年のMe～dia6には環
境・経済面から見て、愛知万博
は本当に行うべきかどうかと
いうユニセフ班の記事が掲載
されていました。しかし、今は
そのような記事はあまり載せ

ていません。そんなわけで、ユニセフ班の活動
はずっと変わらないというわけではなく、時代
によって変化しています。でも、昔と活動内容
の中心は少しずつ変わっても、人や世界に貢献
できることをしたいという想いは共通だと思
います。大学に入って、ちょっと人のためにな
ることをしてみたいという人はぜひユニセフ
班に入ってみてください。私たちと一緒に活動
してみませんか？ （ユニセフ班広報部）



東海に、ミルクプリンあり

名大生協ニュース『Me ～ dia』は、名大生協・学生委員会・総代生協委員の活動をみなさんに伝えるフリーマガジン
(無料配布誌)です。生活の知恵、生協の活用法の紹介を通じて組合員のみなさんによりよい大学生活を提案します。
みなさんの意見を反映させ、より名大生の生活に密着した内容にしていくため、本誌アンケートにご協力をお願い
します。みなさんのご意見、ご感想をお待ちしております。 Me ～ dia編集部　名大生協学生委員会
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大学生協東海地域限定商品


