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Me~dia 6　Co-op Information

Co-op
Information

雨が多く、じめじめして過ごし
づらい梅雨の時期になりました
ね。
食品が傷んだり、洗濯物が乾か

なかったりホントにうっとうしい
ことこの上ないですね～。こんな
季節はMe~diaを読んで、気持ちを
切り替えて嫌な気分は吹き飛ばし
てしまいましょう！
では、今月のCo-op Information

です。

■■■■食堂部の企画食堂部の企画■■■■

期間：6/6 ～ 6/20
場所：生協食堂全店舗

毎年恒例！！

九州・沖縄フェア～

毎年恒例・人気の九州沖縄フェアです。食堂のメニューがこの時期だけ
一新！沖縄のソーキソバや博多ラーメンなどのラーメン、黒豚や鶏天など
のメニューがあります。ぜひぜひお試しあれ！！

今回のページ下は新学生委員の自己紹介☆あんな子こんな子７人も増えました。久々に編集後記横の編集部員の欄がに
ぎやかです。（編集部）

↑人気メニュー「大分名物鳥天」

↓「熊本ラーメン」
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Me~dia 6　Co-op Information

■□購買部の企画□■

文責：常任理事　毛利宗弘

◆沖縄ソーキソバ◆

今年も名大祭明けにサマーフェア：生協まつりを開催します！！今年の目玉は南部・北部・医学部の各エリアで
催される抽選会！みんなたくさん買い物をして抽選会に行こう！
詳しくは各店頭にて！！
各組織委員会による、組合員参加型企画もあるよ！

期間：6/13 ～６/17

法学部の金丸遼です。あだ名はハムハムです。お笑い大好き☆三重県亀山市出身で毎日２時間くらいかけて自宅から通っ
てます。この２時間を何とか有効に活用したいと思うのですが、睡眠時間になってしまいます(--)zzZ（ハムハム）

5月になってもますますヒー
トする読書マラソン！！たくさ
ん読んで、生協利用券をゲット
しよう！
なんと9月には朝日新聞社が
コラムを掲載するとか…。なか
なか外出できない梅雨の時期、
家でゆっくり読書なんていか
が？読書マラソン受付中！
めざせ！！ 4年間100冊突破！

生協主催の「テーマのある旅」で
す。この旅行には「食楽」、「郷土」など
といったなんらかのテーマがあり、
参加者にはそのテーマに沿ったツ
アーを送っても
らいます。
平和憲章エッ
セイの賞品にも
なっています。一
度行ってみては
いかが？

☆去年の様子です☆

☆今年もお楽しみに☆

　鹹
かんすい

水の代わりに、ガジュマルの
木を燃やして出来た灰の上澄み
で麺を打った、という沖縄そば。
九州沖縄フェアのときはぜひ食
べてみてね！！
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組合員のみなさまへ

4月23日に学生委員会体験会を行いました。学生委員に興
味がある新入生に集まってもらい、一緒に部会をして学生委
員を体験してもらいました。現在の時点で7人の新学生委員が
誕生しています。新学生委員の自己紹介は、今号のページ下に
載っています。今後の活躍にご期待ください。

○新学生委員が誕生しました

４月15日に総代・生協セミナーを行い、今後の活動について
の話や、夕食を交えた交流を行いました。また各自が希望する
生活班に所属してもらいました。生活班の情報は、今号より連
載の「生活班でいこう!!」をご覧ください。

○生活班が新学期の活動を開始しました

４月～５月の活動をお伝えします

○新入生歓迎活動を終了しました
4月９・10日開催の「新入生のつどい」を以て、2005年度新入
生歓迎活動を終了しました。生協として、新入生を様々な形でサ
ポートし、歓迎することができました。同時に来年度以降の活動
に向けての課題も浮かび上がってきました。今後よりいっそう
洗練された活動をしていくための足がかりにしていきたいと思
います。

生活班は現在６つ存在しますが、その６班の
名前をすべて答えてください。Me~dia読者の
皆様ならきっとわかるはず！正解はMe~dia6
を読んで探してみてください。

はじめまして、ひろひーです。委員会っぽい仕事がしたいなーとおもってここに入ったんですが、これが初原稿です。私
は、とても友達が少ないので、見つけたら、けっこうレアだと思います。（ひろひー）

Me~dia 6　学生委員会だより
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東海地域の学生委員が集まり、活動についての意
見交換や交流をするSpringセミナーが5月7・8日に
行われました。今回は新学生委員を含め7名が参加
しました。

昨年はカフェを出店しましたが、今年もやりま
す。今年は、インドのドリンク「ラッシー」をメイ
ンメニューに掲げて模擬店を出店します。詳細メ
ニューは左記の通りです。出店場所は、模擬店スト
リートの全学教育棟に近いあたりで、6月4・5日の2
日間出店します。ぜひご来店ください。

○Springセミナーに参加しました

○名大祭に出店します

６月の活動予定

学生委員会の模擬店にて、
「Me~dia6読みました！」
とお伝え頂ければ、各商品50円引きいたします。
Me~dia読者様への日頃の感謝を込めてご奉仕しま
す！学生委員会一同お待ちしております。

☆Me~dia読者様にお得な情報！☆

Springセミナーは、東海地域の学生委員や生協委
員が集まり、6人前後の班で交流する時間と全体で
交流する時間とに分かれます。他大学の活動報告を
聞いてその感想を班内で持ち寄って交流する、同じ
テーマに興味のある人たちで集まって活動につい
て話し合う、といったようなことを行います。そう
いった交流を通して、生協が大学生活と切り離せな
いものであることを認識し、今後の学生生活に活か
していこう、という意識を持つことを目的としてい
ます。文章で表現するとその魅力がうまく伝えられ
ないのが惜しいのですが、学生委員として、生協が
存在する大学の学生として非常に有益なセミナー
であることは間違いありません。

当日模擬店にてお買いあげの方に『Me~dia mini』をお渡
しします。この中には、Me~diaに関する新たな取り組みの
告知記事があります。要チェックですよ。

彼の名はひでっちょ。気が付くと、いつの間にか法学部に在籍していたという。彼の原動力は「愛」であり、ただ一つの愛に
殉じることを生涯の目標としているらしい。（ひでっちょ）

Me~dia 6　学生委員会だより
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4~5月前半の活動報告5月前半の活動報告

Me~dia 6　生活班 でいこう !!

生活班でいこう!!生活班でいこう!!
~

総生セミナー開催総生セミナー開催 お知らせお知らせ

ユニセフ班ユニセフ班 学生に生に読書をすすめるをすすめる班

ショッカーショッカー（食生活班）（食生活班） 文化交流班

KuruKuru環境班KuruKuru環境班 共済班共済班
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★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
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★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★

その想い、もっと広げてみませんか？その想い、もっと広げてみませんか？

各班の班会日程各班の班会日程

牛乳パック集めてます!!牛乳パック集めてます!!

連絡先連絡先

ユニセフ班の模擬店☆ユニセフ班の模擬店☆

関東からの刺客、理学部一年のコウです。高校でもそうでしたが、どうも個性的で面白い人に出会うことが多いらしく、大
学でも楽しくやってけそうです。なかなか忙しい毎日ですが、のんびりと頑張っていきます。（コウ）6
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■応募資格■
 名大生協の組合員である学生・大学院生であれば、誰でも応募可能！
■募集期間■
 2005年5月17日（火）～ 6月30日（木）
■テーマ■
 テーマは自由です。ただし、必ず名古屋大学平和憲章を読んだ上でエッセ
イを書いてください。文字数は1000字～ 1600字程度です。

『名古屋大学平和憲章エッセイ』『名古屋大学平和憲章エッセイ』
大募集！

■審査員■
 名大生協理事長を審査委員長とし、名大生協理事会で審査をします。
■結果発表■
 各生協店舗にて掲示し、入選者には直接連絡します。

優秀者には
こんな賞品

が！

■応募方法■
 ビラに付いている応募用紙を原稿に添付して、以下のいずれかの方法で
応募してください。
 １）名大生協北部厚生会館２階
  組合員コーナーに直接提出する
 ２）右の住所に郵送する

〒464-0814　
名古屋市千種区不老町１
名古屋大学消費生活協同組合　
「憲章エッセイ」係

問い合せ先
名大生協理事会 TEL:052-781-1111（または学内線7540）
E-mail：kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp

佳作５名に…図書券5000円分

 『名古屋大学平和憲章』は「明確に平和
に貢献する学問を創設しよう」と呼びか
けるものです。1987年２月５日、名古
屋大学の全構成員（学生・院生・教職員・
生協）の過半数の批准署名を得て制定さ
れました。Me ～ dia6（この冊子）に全
文が載っているビラが挟み込んである
ので、まずはそれを読んでみてくださ
い。

『名古屋大学平和憲章』って？

なぜこのエッセイを募集するの？
 戦後、日本の大学は人類の平和と福祉
に貢献する教育と研究を行ってきまし
た。しかし、それから18年たった今も世
界から戦争はなくならず、反対に日本が
戦争に巻き込まれる恐れのある事態が
進んでいます。
 この機会に名古屋大学平和憲章を読
み直し、私たちに何ができるかを考える
きっかけにしてもらえたらと思います。
平和について考えたこと、感じたことを
自分の言葉で表現してみてください。

入選・佳作を逃しても…応募して
くださった方全員に、食堂利用券
400円分を進呈！

 「オキナワの旅」は生協オリジナルのツ 「オキナワの旅」は生協オリジナルのツ
アーです。沖縄の自然を満喫するだけでアーです。沖縄の自然を満喫するだけで
なく沖縄戦の傷跡にふれたり、米軍基地なく沖縄戦の傷跡にふれたり、米軍基地
の現状を知ったりできます。離島ならでの現状を知ったりできます。離島ならで
はのマリンスポーツもオプションとしてはのマリンスポーツもオプションとして
用意されています。最優秀賞（入選）を受用意されています。最優秀賞（入選）を受
賞した方の賞品として、「オキナワの旅」賞した方の賞品として、「オキナワの旅」
の旅費を全額援助させていただきます。の旅費を全額援助させていただきます。

「平和」に興味があるあなた、今考えていることを誰かに伝えてみませんか？
「平和…？あんまり興味ないなぁ」というあなたも、この機会に平和について考えてみませんか？

入選１名に…「オキナワの旅」　日程：8/29 ～ 9/3

Me~dia 6　『名古屋大学平和憲章エッセイ』大募集！

ゆーすけです。自己紹介はもう飽きましたね。名刺を作ろうかと思いましたよ。あ～あ、なに書こうかな。名大に来て思ったこ
と。変な人が多い。オシャレな人も多いけどね。でも理学部の人に変な人が多い気がするのは気のせいでしょうか？あと理系の
場合工学部に垢抜けた人が多いってのは？男子校にもそういう傾向があったり。何が要因になってるんだろう？（ゆーすけ）

名古屋大学消費生活協同組合
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Me~dia 6　愛♪Me~dia 博
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データ館データ館

~~
Me~dia100号記念

愛♪Me~dia 博へようこそ!! Me~dia通巻100号を記念して本号１
回限りの開催です。この愛♪Me~dia博はデータ館・歴史館・探検館の
3つのパビリオンと体験コーナーで構成されています。最後までご
ゆるりとお楽しみください。

~

4・6・7・10・12・2の年６回発行。8月
ではなく7月なのは夏休みだから。

24~44ペ ー
ジ で 構 成。
過去には50
ページを越
えたことも
あった。

編集：名大生協学生委員会
発行：名大生協理事会
印刷：名大生協印刷部

主な内容は、
・ 生協の利用法や 
 お得な情報
・ 生活の役に立つ 
 情報
・ 「こんなことし 
 てみたら？」と 
 いう提案
・ 総代生協委員、 
 学生委員の活動 
 を伝える
などなど、その時
期に役に立つ情報
を伝えるよう心が
けている。

横：A4サイズ

縦
：B5

サ
イ
ズ

AB版

~
1988年11月
（詳しくは歴史館へ）

~
『名大（Meidai）の一大メ
ディア（Media）たれ』

~
・名大を名古屋弁風に言
うと…
・メディア（Media）

歴史館

工学部社会環境工学科１年生のふーちょです。趣味はトランプの「ナポレオン」。出身は愛知県岡崎市の岡崎西高校。岡崎
出身＝岡崎高校出身という固定観念を壊すため、毎日頑張っています。（ふーちょ）
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Me~dia 6　愛♪Me~dia 博

9

~
●配布場所

南部厚生会館１F・南部食堂出口・フレンドリィ南部

全学教育棟・PRANZO

理系カフェテリア・理系中華食堂・農学部購買

北部購買（1F）・北部食堂（2F）・学生会館

指令：Me~diaをGetせよ

歴史館歴史館

ドラクエ3発売 （1988.2）

東京ドーム完成 （1988.3）

イラン・イラク戦争停戦  
 （1988.8）

昭和天皇死去 （1989.1）

消費税導入 （1989.4）

天安門事件 （1989.6）

ベルリンの壁崩壊
 （1989.11）

ゲームボーイ発売
リクルート事件

1988 Me~dia創刊（1988.11  Me~dia1号）

~
1988年、当時発行していた生協
ニュースは休刊状態。そのときたまた
ま京大生協発行の「らいふすてーじ」を
手に入れた初代編集長が「これは素晴
らしい!!」ということでそれまでの新聞
形式を冊子形式に改め、新たなSTART
を切ることとなる。現在でも紙面がAB
版(縦B5×横A4)であることなどにライ
フステージの面影が残っている。

Me~dia創刊2回目（1989.6  Me~ia3号）

~
右の画像はMe~diaの創刊号である、
が…よくよく見ると1989年の6月号に
も「創刊号」と書いてある。これ、表紙を
出稿するときに文字位置などの見本と
して創刊号の表紙を出したら「創刊号」
の文字まで誤って印刷されてしまった
だけのこと。決して最初のMe~diaが廃
刊になったとか過激な抗争で編集部が
内部分裂したとかではないので、想像
力を働かせ過ぎないように。

1989
~

Gallery

~
ゆうべのひとこえ連載開始

（1989.11  Me~dia5号）

~

法学部新入生のリトと申します。学生委員会の方々の素敵な人間模様に惹かれて入らせて戴きました。少しずつ大学生
活にもなれてきたような気配がしますが、未だにサークルetc.思案中で生活パターンがなかなか定まりません。困りまし
た・・・今では「ゆっくり考えるかー」などと安易なコト考える始末。昨今の目標は高校シック（五月病）からの脱却です。よ
ろしくお付き合いの程をお願い致します。（リト）
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Me~dia 6　愛♪Me~dia 博
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1990

1991

1992

1993

1994

紙が再生紙になる（1990.11  Me~dia11号）

むか～しむかし、南部食堂のあたり
には南部食堂ともう一つ小さな食堂が
あるだけでした。そのためお昼時の混
雑はそれはひどいものでした。そこで
もっと広い食堂を作って欲しいと大学
にお願いし続けました。その結果でき
たのがフレンドリィ南部で、混雑はず
いぶんと緩和されましたとさ。

☆こんな記事がたくさん☆

マンガの切り貼りの著作権が問題になる。
（1992年7月号  Me~dia23号）

昔はイラストにマンガを使ったりし
ていたが、読者から著作権上の指摘を
受け、以後マンガが姿を消した。

幻のMe~dia9（1993.9）

~
発行を予告しながら発行できなかっ
た唯一のMe~dia。「大学情勢・社会情勢
の急激な変化に伴い、Me~diaも改変す
べきだ」と編集部内で議論があり、紙面
改変のため一時休刊した。

ゆうべのひとこえ6ポイント事件
（1993.12  Me~dia31号）

ゆうべのひとこえは編集後記に次ぐ
長寿記事。この号ではたまたまページ
数の割りに原稿が多かったため小さい
文字で入れることになった。6ポイン
トがどんな感じかというと、こんな感じ。ち
なみにMe~diaの文字の基本サイズは
10ポイント。

大学入試センター試験ス
タート （1990.1）
日本人初の宇宙飛行
 （1990.12）
スーパーファミコン発売

雲仙・普賢岳で火砕流
 （1991.5）

ソ連崩壊 （1991.12）

MD登場
新幹線「のぞみ」登場

皇太子様・雅子様結婚
 （1993.6）
ドーハの悲劇 （1993.10）

サッカーＪリーグ開幕

プレイステーション発売

中華航空機着陸失敗
 （1994.4）

阪神大震災 （1995.1）

地下鉄サリン事件 （1995.3）

1995

パソコンのクラッシュ相次ぐ（1994~95）

~

~

この７人がこれから一緒に活動していくメンバーです。よろしくお願いします。Me~dia7には１年生が特集記事を書き
ます。お楽しみに☆（編集部）
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2003

2004

2005

1996

1997

1998

1999

2000
2001

2002

~

~

O-157、列島を襲う
ポケットモンスター発売

小選挙区制開始 （1996.10）

香港返還 （1997.7）
たまごっちブーム

長野オリンピック開催
 （1998.2）
郵便番号7桁に （1998.2）

日本、サッカーワールド
カップに初出場

ユーロ導入 （1999.1）

iモード始まる （1999.2）

三宅島噴火 （2000.8）

米で同時多発テロ（2001.9）

野依教授がノーベル化学賞

日韓ワールドカップ開催

米、イラクへ侵攻
SARS集団発生
火星大接近（2003.8）

自衛隊、イラクへ派遣

その正体は1998年 製「iMac」3台
＋α。それぞれ他のパソコンと共に
「Lupin」「Jigen」「Goemon」「Fujiko」
「Zenigata」と名付けられ活躍した。その
後「Fujiko」は不慮の事故で命を落とし
「Zenigata」は新サーバー「Dorami」の
導入によりクビ。 「Jigen」のみが現在も
活躍中である。

iMac導入（1998）

ルパン一味にかわり登場した新PC
「うしくん」「かえるくん」。新しいレイ
アウトソフトの導入に伴い、現在も活
躍中。Me~dia作成には欠かせない存在。
ちなみに今の2年生が入学時に生協で
買ったパソコンと同機種。

うしくん・かえるくん（Win）導入（2004）

2004年10月号からMe~diaのレイア
ウトに使用されているソフト。これに
より飛躍的にレイアウト作業が楽に
なった。これからもより読みやすい記
事を目指して頑張ります。

InDesign導入（2004.10  Me~dia96号）

Me~dia は組合員によって組合員の
ために作られるものでなきゃいけな
いよね、ということで組合員がもっと
Me~diaに参加しやすくなるように作ら
れたのがMe~dia伝言板。さらにこの時
期図書券の当選者に、図書券が編集部
員からのメッセージつきで送られるよ
うになる。読者と編集部。一歩近づくこ
とができたかな？

今回のお題は「雨の日の楽しみ」。あなたは雨の日に楽しむことを持っていますか？さてさて、じめじめと雨の降る日に
学生委員のみんなはどんな楽しみを見つけているのでしょうか。（編集部）

Me~dia伝言板開始（2002.4　Me~dia81号）
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探検館探検館

~

●学生委員会室

南部裏にひっそりと存在する学生委員会

室、通称 SCR。この場所でMe~dia は作製
される。アンケートなどは全部ここに集

められているのでぜひ一度、直接アンケー

トを届けてみよう。

指令：学生委員会室を探せ
南部購買

南部食堂 SCR

自動販売機

体験コー
ナー

1988年のMe-dia4号からスタートした「ゆうべのひと
こえ」。いまや編集後記につづく長寿記事となっている。
あまりに古すぎてなぜ始まったかは定かではない。この
記事はみなさんのアンケートによって成り立っているの
でたくさんのアンケートや楽しいコメントお待ちしてい
ます。

歴代の担当が頭をひねりにひねって考え抜いてきたパ
ズル記事。名称も内容も様々で、過去には写真に写ってい
るのが学校のどの場所か当てる「HUNTER×2」や、「頭翔
智閃」のようにクロスワード・イラストロジックなどのい
ろいろなパズルを紹介するものなどがある。もし、こんな
パズルが解いてみたいというのがあったらアンケートに
書いてくださいね。

雨の日は、必死に自転車こがなくても駅まで親に乗せていってもらえるのがいいですね。行きは下り坂なんですが、帰り
はそれが上りになるので、車だと楽ちん♪（ハムハム）

　Me~dia伝言板については当時の担当に直接由来を聞
くことができました。

　生協は組合員のために組合員によって運営されている組
織なんだ。だから生協の機関誌であるMe~diaも本来、組合員
のために組合員によって作られるものであるべきなんだ。

~
　それ以前もアンケートという形で組合員の声が取り入れ
られていたんだけど、10人そこらしか回答がなかったもの
だから、これでは組合員が作っているとは言い難いよね(学
生委員が書いているだけでは自己満足になりかねない)。

　サー○ルKで雑誌の立ち読みをしているときに「投稿
記事をつくってみなされ」って声が聞こえたんだ。たし
かにそれなら組合員がMe~diaに参加しやすいな、って
ことで投稿募集を呼びかけたらたくさんのリアクショ
ンがあったので、めでたしめでたし。

　伝言板の名前も募集した。途中から投稿が増えて、た
くさん載せるためにフォントが縮んだ。おもしろい投稿
が多すぎて6ページになりかけたことがある。でも、翌号
にまわした。やらせはないです。まじで。

Me~dia9号開始の「今どきの名大生協活動報告」が
Me~dia54号で名を変え今に至る。かつては「学生委員会
だより」や生活班の報告も全部この記事の中に書かれて
いた。
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体験コー
ナー

体験コー
ナー

■アンケートを書こう!! ■Me~diaをWebでも楽しもう!!

各記事の感想を書く
　→「ゆうべのひとこえ」に掲載されて、その記事を
　　書いた人からのコメントが載る。
　→次に記事を書くときに意見が活かされる。
Me~dia伝言板に投稿する
　→Me~dia伝言板に自分の意見が載る。

●店舗・食堂に設置されている声カードBOXに投函
●学内便で送付
●80円切手を貼ってポストに投函
●学生委員に渡す
●学生委員会室に直接持ってくる

アンケートを出す
　→抽選で10名に図書券500円分が当たる。
さらに、クイズにも答えちゃう
　→抽選で1名に図書券1,000円分が当たる!
そしてそして、Me~dia100号記念
　→抽選で3名に愛知万博のチケットが当たる!!

Me~diaのバックナンバーをWebでも読めるって知っ
てましたか？現在2004年度以降のMe~diaを読むこと
ができます。「読み損ねた号がある!!」「過去のMe~dia っ
てどんな感じなんだろう」という人はぜひ覗いてみて
下さい。PDF版のダウンロードもできます。

１．直接アドレスを検索
　　http://www.nucoop.jp/me-dia/index.html
２．「名大生協学生委員会」で検索し、学生委員会の
　  ページの「Me~dia」をクリック。

なお、創刊号から2003年度までのMe~diaも近々Web
で読めるようにする予定です。お楽しみに☆

文責：のん

ちなみに、2005年10月1日、図書券の発
売は終了し、図書カードに移行されます。な
お、10月1日以降も図書券を使用すること
はできます。

まもなく愛♪Me~dia博終了時刻です。Me~diaについて新しい発見はありましたか？感想などありましたらアンケートに書い
てお送り下さい。本日は大勢の皆様のご来場、まことにありがとうございます。これからもMe~diaをよろしくお願いします。

雨の日は、もう仕方がないと思います。つま先が濡れないように、水を避けましょう。それでも濡れてしまったら、雨を楽
しんでいる振りでもしておきましょう。（ひろひー）
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　2005年2月17日に中部国際空港
（セントレア）が開港しました。開港
直後には、多くの人が空港の様子を
一目見ようと殺到しました。中部国
際空港は、24時間利用可能な空港
で、国内・国際の乗り継ぎも便利に
なっています。空港の規模も、成田空
港、関西国際空港に次いで、国内3番
目です。最近は、国際化が進み、国境
を越えて人が行き来する時代になっ

ています。だから、長期休暇を利用
し、海外旅行に行く人も増えていま
す。皆さんの中にも夏休みなどを利
用し、海外旅行に行こうかな、と思っ
ている人もいるでしょう。せっかく
愛知県内に大きな国際空港ができた
わけですし、セントレアを利用して
海外旅行に行ってみてはどうです
か？

　海外旅行に行くときには、現地の
通貨、宿泊用の荷物、地図、ガイド
ブック、会話集などといったアイテ
ムをもっていくと思います。その中
でも特に重要なアイテムは、

です（た
だし、国によってはビザが必要ない
ところもあります）。また、学生なら

ば、国際学生証も海外旅行先では重
宝します。では、海外旅行に行くとき
の重要アイテム「パスポート」、「ビ
ザ」、「航空チケット」、便利なアイテ
ム「国際学生証」はどのように準備す
るのでしょうか？

　海外旅行をするときに、まず準備
しなければならないのが、パスポー
ト。パスポートがなければ、世界中の
どんな国にも入国することができま
せん。それだけでなく、日本から出
国することもできません。またパス
ポートは、海外で身分証明書の役割
を果たします。海外旅行に行くとき、

パスポートは自分の名前・国籍・年齢
などを証明できる唯一の手段です。
飛行機の予約をする際にもパスポー
ト番号が必要とされます。とにかく
パスポートがなければ海外旅行は始
まりません。次項にパスポートの取
得に必要なものとパスポート取得の
手順を載せます。

Me~dia6　知っ得セントレア

△中部国際空港（上空）

△パスポート

雨は自然のシャワーだ、傘なんて差している余裕はない！この降りしきる自然の恵みを全身で味わう快感をキミと共有
したいんだ！（ひでっちょ）14
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①パスポート申請に必要なものをそろえて、住民登　
　録をしてある各都道府県の旅券課へ提出する。
※住所が県外でも、県内に在住していれば、県内でパス
　ポートを申請することができます。
②手続きを済ませ、旅券引換書を受け取る。
③旅券交付日が明記された、はがきが郵送される。
④申請者本人が、はがきで指定された交付日に申請　
　した旅券課の窓口で受領する。

①一般旅券発給申請書1通（各都道府県旅券課または旅　
　行会社で入手をする）
②戸籍抄（謄）本1通（発行後6ヶ月以内のもの）
③住民票1通（発行後6ヶ月以内のもので、本籍地の入っ
　たもの）
④写真1枚（6ヶ月以内に撮影したもの）
⑤官製はがき1枚
⑥身元確認のための書類
⑦印鑑（認印で可、ゴム印は不可）
⑧以前取得した旅券（以前、海外旅行に行った人のみ）

　外国に入国するときは、パスポー
トだけでは不十分な場合がありま
す。ビザ（査証）は、渡航先の国が自国
への入国を認める許可証です。ビザ
は、その人が入国する際に、危険な人
物ではなく正当な理由があって入国
するということの証明証になりま
す。しかし最近では、観光での短期滞
在ならビザは不要で、パスポートだ
けで入国できる国も増えています。

ただし、国の政治状況などによって
ビザが必要になる場合もあるので、
ビザを取得する前にビザが必要かど
うかを確認する必要があります。以
下にビザの取得に必要なものとビザ
の取得の手順を載せます。

①ビザ申請に必要なものをそろえて、大使館・領事館へ
　提出する。
②国によって発給までに時間の差はあるが、即日～ 1週
　間程度で発給される。
※ビザの申請は旅行会社に依頼してもできるが、手数
　料が必要です。

①査証申請書（ビザフォーム）
②パスポート
③写真1枚（国ごとの決められたサイズ）
④査証料（ビザフィー）
⑤その他に往復の航空券・乗船券、予防接種証明書、渡航
　費用の支払能力を証明する書類などを要求される場合
　もある。

　　Me~dia6　知っ得セントレア

ビザ△

雨の日に、家の中でじっと雨の音を聞くのがかなり好きです。といっても自分の場合、最近はそんな余裕もなくなりつつ
ありますが……雨音に耳を傾ける時間が少しくらいはあってもいいんじゃないかと思います。（コウ） 15
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　新しく中部国際空港ができたこと
で、以前にも増して海外旅行に行き
やすくなりました。長期休暇中の旅
行や卒業旅行などで学生が海外旅行

に行くことも多くなりそうです。そ
こで、海外旅行に行く際に携帯して
おくと便利なアイテムを１つ紹介し
ます。

　ISICカードは国際的に統一された
学生身分証明証であり、日本の学生
証のかわりとして世界各国で通用し

ます。毎年世界98か国で450万枚以
上発行されています。

～その１～旅行代理店で購入する場合

①旅行代理店の航空券購入窓口で指定用紙に記入する。
②用紙を窓口に提出し、航空券の発行をしてもらう。

～その２～インターネットで購入する場合

①各航空会社のホームページへアクセスします。
②予約のページから、予約を完了します。 
③航空券を購入します。 

　③でチケットレス予約をした場合
　　出発日に空港で、自動チェックイン機で購入します。
　※予約したときのクレジットカードが必要 です。

　③でチケットレス予約をしなかった場合
　　予約してから指定日までに（約３～５日間）、旅行代理店な
　　どで購入する。
　※購入方法は、「旅行代理店で購入の場合」と同じです。
　　指定日を過ぎると予約が取り消されるので注意しましょ
　　う！

　海外旅行に行くとき、ほとんどの
人は飛行機を利用して行くことにな
ります。飛行機に乗るときは、航空チ
ケットが必要です。ですから、海外旅

行に行く前に航空チケットを入手し
ておく必要があります。そのため、以
下に2通りの航空券の購入方法を載
せます。

Me~dia6　知っ得セントレア

航空券

「雨の日の楽しみ」かぁ。台風の時は学校が休みになったりして楽しみとかいいことあるんだけどね。雨の日はブルーな
気分でシロップ１６gでも聞いてるとかはどうかな？でも人の気分が天候に影響されるのも不思議ですよね。うーん、実
はそもそも影響してないかもね。うんうん、迷信ってやつ？ちなみにカタツムリが殻を脱いでもナメクジにはなりません。
ちょっと雨の日の気分について周りの人と話をしてみては？ (ゆーすけ)

△国際学生証

△

16
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①国際的に通用する学生証になる。

※いざという時に提示を求められる身分証明書。ホテルにパ
　スポートを預けていた場合、国際学生証を持っていると大
　変便利です。

②世界98か国で、史跡・博物館・美術館などの学割利用がで

　きる。

※ヨーロッパのミュージアムや交通機関では学割のあると
　ころが多いです。だから、多いに利用価値があります。

③世界98か国でHELP LINEを利用できる。

※ISICのカードホルダーは、日本国内あるいは海外で以下の
　ようなサービスを24時間、年中無休で受けることができ
　ます。
＜提供されるサービス＞ 

①滞在する国・地域・病院等の案内
②滞在する国での紛争等を取り扱うための適当な弁護士　
　の案内

①学生証のコピーまたは在学証明書
　（発行日より3ヶ月以内の原本）
②写真1枚（縦3.5×横3cm）
※写真の裏に氏名を記入すること
③所定の申し込み用紙
④発行手数料1,430円
　（郵送で申し込む場合は、郵便振替・郵便為替・切手の
　いずれかで、送料込の手数料1,700円分が必要です。）

各大学生協、（財）東京都ユースホステル協会へ直接提出
（即日交付）か郵送（約2週間程度かかる）で申し込みま
す。名古屋大学生協では、証明写真と学生証のコピーを
添えて申し込めば、3日後に発行できます。

大学生協事業センター東京（03-5307-1156）
大学生協事業センター大阪（06-6885-6080）
東京都ユースホステル協会（03-3851-1121）

○車 
　名古屋都心から名古屋高速道路～知多半島道路～セントレアライン（知
多横断道路・中部国際空港連絡道路）を利用して約40分でアクセス可能。
60km圏内の主要都市から概ね1時間。 
○鉄道 
　名古屋鉄道を利用し、名鉄名古屋駅から中部国際空港駅まで最短28分で
アクセス可能。 
○船 
　三重県津新港から空港島へ高速船で約40分、鳥羽港から常滑港（空港対
岸部:りんくう町）へフェリーでは約1時間40分でアクセス可能。

　どうでしたか。海外旅行に行くときに重要なパスポート、ビザ、航空チケットの準備の仕方、
海外旅行のときに便利な国際学生証について分かってもらえましたか？現地の通貨、宿泊用の
荷物、地図、ガイドブック、会話集などのアイテムも必要ですが、それ以上にパスポート、ビザ、
航空チケット、国際学生証は重要です。皆さんも海外旅行に行くときは、パスポート、ビザ、航空
券、国際学生証のことをしっかりと頭に入れておいて下さい。

以下に中部国際空港までのアクセス方法を掲載します。

文責：りじゅ

　Me~dia6　知っ得セントレア

雨の日は、花粉の飛ぶ量が少なくなるので、イネ花粉症患者としては、とてもありがたい。ちなみに、イネ花粉が一番飛ぶ
のは６月だそうです。（ふーちょ） 17
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Me~dia 6　ショッカータイムス

18

ショッカータイムス
第３０回

第一章　特集ページ

もっともおいしい時期は、イチゴ園の開園はじめの寒
い時期、１月～２月のようです。
また、何日か晴れが続いた後の日は、イチゴの甘さが
より増しているので、特におすすめです。

一口で食べると、一気にイチゴの味が口の中に広がり
ますが、ここは二口でいってみましょう！イチゴは、ヘ
タの方が酸っぱいので、ヘタを取ってヘタの方から食べ
ましょうね。酸っぱさを感じてから先端の甘い部分を食
べると甘みが広がってとてもおいしく食べられますよ。
是非お試しあれ。

イチゴ狩りをする場所は農園の係の方が決めてくれ
ます。大体は１組に対して１列用意してくれます。その
１列内で食べるようにしましょう。そして食べた後のヘ
タは地面に捨てないで、しっかりゴミ袋に捨てましょ
う。

早いところで11月の下旬、遅くても１月から開園さ
れ、だいたいＧＷまで営業するところが多いです。
開園はじめの１月～２月は、もっともおいしい時期で
すが、この時期はイチゴの成長が遅く、生産量が少ない
ため、料金が高めに設定されていることが多いです。
一方、暖かくなり生産量の増える３月下旬～５月は料
金は割安になります。
また、生産量の少ない開園はじめは、イチゴが食べ尽
くされて無くなってしまうこともあります。この時期に
行く場合は、早めに先方に連絡して、予約を取った方が
よいですね。

農園によって様々ですが、だいたい制限時間30分が基
本のようです。中には、１時間や無制限なんて所もあり
ますよ～。

雨晴れ問わず休日は太陽が沈んでしまってから活動が開始される（つまり昼間は惰眠を貪っている）のであまり雨の日限
定の楽しみはないのですが、現在受験で存在を忘れていたドラクエⅤ（PS2）を必死にやって自分を考えようキャンペーン
を密かに展開中です。（リト）
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イチゴの野生種は既に石器時代から食べられていた
らしく、ヨーロッパの遺跡から種子が出土しています。
また、果実だけにとどまらず、茎葉や根も薬用として利
用されていたようです。
ちなみに、イチゴの栽培種が現れたのは18世紀のオ
ランダだそうです。日本に伝来したのは江戸末期のこと
で、開港地の長崎からですよー。

イチゴにはビタミンＣが多く含まれており、案外レモ
ンといい勝負です。イチゴ約７個で一日に必要な量を補
うことが出来ます。ビタミンＣは風邪の治療と予防、シ
ミ・そばかすの生成の抑制、血中コレステロールの低下、
ストレスの抑制に効くそうな。ホントに万能ですねー。

アイベリー
（愛知県）

日米のイチゴ交配で生まれた高級イチ
ゴ。大きくなると子供の拳サイズになり
ますよ！

ももいちご
（徳島県）

ある村だけで収穫される限定品で、幻の
イチゴと呼ばれています。

さがほのか
（佐賀県）

佐賀県の70％を占めるイチゴです。
形・大きさ・色が良く、甘く酸味が低いそ
うです。

あきひめ
（静岡県）

愛知県人がよくお世話になります。
大ぶりで少し長いのが特徴で、糖度が高
いです。

  などなど・・・

4月24日に食生活班の新入生歓迎企画の一環として、南知多
までイチゴ狩り＆バーベキューに行ってきました。
行きの車の中ですっかり打ち解けて南知多に到着。そして、待

ちに待ったイチゴ狩り。ビニールハウスに入ると、たくさんのイ
チゴがなっていました。その中には大きいものや小さいものが
ありましたが、どれもおいしそうです。
みんな一斉に食べ始めました。甘くておいしいイチゴを、はじ
めはみんなおいしそうに食べていましたが、　やはり時間がた
つとお腹がいっぱいになったのでしょう。だんだんとスピード
が落ち始めました。最終的には満足するまでお腹いっぱいおい
しいイチゴを食べることができました。
料理講習会後初めての1年生を交えての活動でしたが、「イチ
ゴ」という強い味方もあり、みんなで楽しむことができました。
みんな大満足のイチゴ狩り、皆さんも一度行ってみてはどうで
しょうか？

＜今回行った農園＞
 南知多グリーンバレイいちご狩り園

雨の日かぁ…これって一般的な認識かどうかわからないのですが、晴れた日と雨の日だと音の伝わり方が違うような気
がするんですよね。きっと、雨の日は降ってくる水玉に音が反射して違う聞こえ方がするのではないかと思うのですよ。触
れると砕ける繊細な水玉なのに、音は水玉を貫くでもなく壊すでもなく反射して音楽を紡ぐ。ちょっと浪漫チック。（だつ）
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 鶏胸肉 100g
 たまねぎ 1/4個
 ピーマン 1個
 赤ピーマン 大1/4個
 マッシュルーム 小1缶(75g)
 バター 大さじ1.5
 ご飯 茶碗2杯分
 塩こしょう 適量
 ケチャップ 大さじ3

第二章　 料理魂

 キャベツ 1/3玉(＊)
 たまねぎ 1/4個
 水 カップ2杯半
 コンソメの素 1個
 ケチャップ 適量
 合い挽き肉 100g
 溶き卵 1/2個分
A 塩 小さじ1/4
 パン粉 大さじ1
 こしょう 少々
＊葉を使うので、まるごと1玉手に入れてください。

材料を切る。
 ・ たまねぎは1cm角に切る。
 ・ 各ピーマンはタと種を取り1cm角に切る。
 ・ 鶏胸肉を1cm角に切り、塩・こしょうを少々ふる。

炒める。
 ・ フライパンを熱して、バターを入れ、鶏肉を色が変わるまで炒める。
 ・ たまねぎ・ピーマン・汁を切ったマッシュルームを順に加え炒める。
 ・ 具の半分を器に移し、フライパンにご飯を加えてほぐしながら炒める。
 ・ 塩コショウを各少 ・々ケチャップを加えて味を調える。残りの具も同様にする。

｛

新学期を迎える頃に、雨に濡れて、風邪を引いたので、雨は嫌いです。濡れるのは嫌いではないんですけどね。（シュウセ
イ）
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ショッカーでは、去る4月16日（土）、北部食堂ゆ～どんで料理講習会
を開催しました。料理が初めての下宿生、日頃料理をしない自宅生、特
に新入生を対象に、基本的な料理を覚えてもらうことが目的です。
メニューはここに紹介したチキンライスとロールキャベツで、男女
合わせて22名の参加がありました。
運営側としては、本番うまくいくか不安もありましたが、当日はおい
しく調理することができました。参加者のみなさんにとっても、今後の
食生活に役立てていける講習会になったのでは、と思っています。
参加者のみなさん、協力してくださったみなさん、ありがとうござい
ました。今後もこのような料理講習会を開催していく予定なので、今回
参加された方も、今回は参加されなかった方も、次回はぜひぜひ参加し
てください！！

今回のショッカータイムスは、食生活班の春の二大企画の報告を中心にお送りしました。料理講習会、新入生歓迎
会（イチゴ狩り）を通じて新入生同士や班員との交流が深まり、楽しい会となりました。今回参加してくださった新入
生の方々のキャンパスライフの思い出に残れば幸いです。
春からは新しいメンバーも増え、班長も交代し、新生ショッカーとして、これからも班活動をさらに強化していく

予定です。今後とも、食生活班は大学生の食生活の向上に役立てるような企画や提案を行っていきたいと思います。
文責　ショッカー

キャベツをゆでる。
 ・ 大鍋に湯を沸かしておく。
 ・ キャベツは、芯の周りに包丁を入れて、芯をくりぬいてから、鍋でゆでる。

材料を切る。
 ・ たまねぎをみじん切りにする。

タネをつくる。
 ・ ボールにAとたまねぎを加えてよく練り混ぜ4等分にし、俵型に整える。

キャベツでタネをつつみ、煮る。
 ・ キャベツがやわらかくなったら、鍋から取り出し、キャベツの葉をやぶらないようにむく。
 ・ キャベツでタネをつつむ。小さな葉で肉を1回くるみ、それを大きな葉にのせて巻く。
 ・ 巻き終わりを下にして鍋に並べ、水とコンソメの素を入れて強火にかける。
 ・ 煮立ったら、あくを取り、弱火で30分煮る。

最後に好みでケチャップをかけてできあがり。
※ このレシピではキャベツをまるごとゆでてからむいていますが、必要量だけキャベツをむいて、それをゆでてもよいです。
 その場合、キャベツをやぶらないように注意してください。
 なお、ゆでて余ったキャベツは、例えば、他の野菜やベーコンとコンソメで煮て、野菜スープにすることができます。

雨の日はやっぱり音楽でも聴いてテンションを上げます。雨の日はテンションが下がりがちなので・・・。（りじゅ）
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 こんにちは。連載第２回目の学読本舗です☆みなさん、新しい生活には慣れてきましたか？慣

れすぎて、気を緩めて５月病にならないように気をつけてくださいね。学読本舗では、今月号から

『学読的活字中毒』のページが加わりました。どうぞお楽みください。

最近はこんな活動してます！
１年生がたくさん入りました♪

『学読的活字中毒』始めました☆

 今年学読班には20人近くの１年生が入りました。班会がとてもにぎやかです。
 毎年恒例の自己紹介や名簿作成も終わり、最近ではいくつかのグループに分かれてお互いに好きな本の
紹介をしています。今後『学読的活字中毒』などでも、１年生がどんどん活躍していくと思います。これから
も学読班をどうぞよろしくお願いします。

●『学読的活字中毒』って？
　『学読的活字中毒』は、南部書籍のレジの前の一角を借りて、学読班
のメンバーがそれぞれのおすすめの本を紹介する企画です。いろんな
ジャンルの本を紹介していくので、ぜひ参考にしてみて下さい。

●２冊いっしょに買うとお得！
　『学読的活字中毒』では、毎月本を２冊ずつ紹介していきます。キャン
ペーン期間（『学読的活字中毒』のビラに記載）中は、これらを２冊いっ
しょに買うと、なんと２冊とも15％ OFF ！ぜひご利用ください。

 半年に１度の「全点15％ OFFデー」。第１回は6月24日（金）です。店頭在庫の本ならどれでも15％ OFF ！
　お支払いは現金、プリペイドカードおよびCOPAカードに限らせていただきます。ご購入の際は組合員証
をご呈示ください。たくさんのご来店お待ちしています！

 エントリーして本の感想（コメントカード）を出すと、10冊読むごとに書籍15％ OFF券（５冊まで）がも
らえる「読書マラソン」。昨年度は132名がエントリーし、今年度に入ってからは34人がエントリーしました
（４月現在）。「本が好きでよく読む！」という人は、本を読んでちょっと得しちゃいましょう♪「本はあんま
り読まないけど…」という人もこの機会にエントリーして、本を読むきっかけにしてみませんか？

＠南部書籍
入口

柱

レジ

雨の日の楽しみと言えば、スーパーなどの安売り。雨の日は買い出しに行く人が少ないので、ちょっと遅めの時間にな
ると安売りされることとか多いんですよ～。買い出しに行くのがちょっと大変だけど。あとは、どうやって水たまりをどう
やってよけるか考えて歩くとか。雨の日しか会えない生き物たちと出会うことも楽しみといえば楽しみかなぁ。（みっくす）

※『学読的活字中毒』の設置場所は…

書籍からのお知らせ

22
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読書好きな輩が送る今月の一作

◆４月の本◆

◆５月の本◆

さ～て、６月のおすすめは何かな…？

 これからはこのMe～ dia誌上でも、『学読的活字中毒』の本を紹介していきます。今月は
４月と５月の本を紹介。キャンペーン期間を過ぎたものは、15％ OFFになりませんが、お
もしろそう！と思ったらぜひ読んでみてくださいね。

 古い作品を敬遠する理由は多々あ
りますが、中にはとても読みやすい作
品があることを知ってもらいたいで
す。内容は、簡単に言えば恋愛小説で
す。古いものの中にも時代を超えて、
共感出来る部分、感動できる部分は多
くあるのです。ぜひこの機会に手に
とって見てください。

のおすすめ
『友情』 武者小路実篤　著
新潮文庫 価格：380円

 この本は、ある事件の謎を追う刑事
達の物語なのですが、それと同時に私
達にとってとても身近な“家族”と言
う物がテーマになっています。クライ
マックスでの、登場人物の役割がきれ
いに解き明かされる瞬間の爽快感と、
親しみやすいテーマで、読書が好きに
なる近道とも言える作品です。

のおすすめ
『R.P.G.』 宮部みゆき　著
集英社文庫 価格：500円

 この作品は森博嗣氏のデビュー作で、第1回メフィスト賞を受賞した。
全10作からなるS&Mシリーズの1作め。当初はシリーズ4作めとして書か
れたが、出版社の意向で1作めとなった。事件が発覚する場面の描写や、登
場人物が推理する部分が緻密である。コンピュータ用語や工学の専門用
語が注釈もなく用いられるなど、難解なところもあるが、ストーリィの流
れは整理されているので、むしろ読み易い。森作品は初めてという方は、
本書から読むと良い。 

のおすすめ
『すべてがＦになる』 森博嗣　著
講談社文庫 価格：770円

 「人類の歴史は戦争の歴史」とよく言いますが、それ以上に政権転覆の
歴史でもあります。クーデターは、世界に目を向けると意外に頻発してい
るものです。この本では、古代ローマ帝国の時代から2003年の事例まで、
クーデターの数々を挙げてコンパクトにまとめており、主な失敗例につ
いても解説がつけられています。歴史や政治学が好きな方にはおすすめ
です。なお、この本の著者自身も数件のクーデターに関わりがあったよう
です。詳細は読んでのお楽しみ……

のおすすめ
『世界のクーデター・衝撃の事件史』 柘植久慶　著
PHP文庫  価格：720円

雨の日は家の中でずーっとずーっと本を読んでいるのが好きです。自分の世界に浸れます。とりあえず、外出は避けたい
な。（のん） 23
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　今回の特集ではメンバーに自己紹介をしてもらいました。もう何年も活動している人から学読班でい
ろいろやっていきたいなっていう１年生まで、個性あふれる人ばかりです。それぞれおすすめの本、好き
な本の紹介もしてもらったので、ぜひ参考にしてみてください。

～今月の特
集 ～

～今月の特
集 ～

雨の日は…カエルに会えるのが楽しみです☆名古屋ではまだ１回しか出会ってないけど、実家の周りにはたくさんいる
んですよ～。名古屋にもいっぱいいると、もっと楽しみが増えるのにな…。（にゃっこ）

　地元民であるため通学に片道１時間30分ほどかかっておりま
す。なんかビミョーに疲れます。とはいえ、通学時間の半分以上は
睡眠か読書に当てているので無駄というわけではないんですが。
それでも、生活能力皆無なのに下宿にあこがれる今日この頃。

教育学部２年　にの

 乙一とかは読みやすくていいかな。でも、長い作品が読みたけ
れば、福井晴敏をすすめます。ちなみに「亡国のイージス」が好き
です。

　自分は読書量が少ないので、学読班の方々にいい本を教えても
らおうという魂胆です。なに、マンガやテレビを見る暇があったら
読書できるだろうって？マンガだって日本経済を支えているので
すよ…。

法学部２年　ひのした

　おすすめ本は森岡浩之『星界の紋章』『星界の戦旗』ＳＦスペー
スオペラですが、ボーイミーツガールの話としても読めます。比
較文化の視点から物語を読んでみるのも一興。

　出身地は愛知県知多市です。普段はあまり本を読むほうではあ
りませんが、学読班でいろんな本を読んでみたいです。

経済学部２年 りじゅ

 好きな本は、「僕の生きる道」。この本は生きることの素晴らし
さや一日一日の大切さを教えてくれた本です。一度読んでみて
下さい。

　岐阜から参りました永遠の最後尾、北部のソフトクリームが未
だにうまく作れない２年はせじゅんです。最近下宿に蟻が出没し
ています。畳の下には映画「Ａｎｔｓ」の世界が広がっているに違
いありません（笑）皆様の学読的活字中毒のご利用をお待ちしてい
ます。

農学部２年　はせじゅん

 漫画で申し訳ないのですが、「ＰＬＵＴＯ」（浦沢直樹×手塚治
虫）が面白いです。第９回手塚治虫文化賞受賞。豪華版有り。

　鎌倉出身で、綺麗な風景を探して散歩したりするのが趣味です
（他には、ピアノとかパソコンとか）。今までよく読んでいた本の
ジャンルは教養書と海外児童文学ですが、これから小説などもた
くさん読んでいきたいと思います。

理学部１年　コウ

 好きな本を挙げるとすれば『ゲド戦記』。これぞファンタ
ジーって感じがします。

　私は岐阜市出身で、現在は名大に通う傍ら変人生活研究所の所
員を務めております。趣味は読書、鉄道、ラジオなどです。

工学部２年　没一

 森博嗣先生の本が好きです。ジャンルを挙げれば、ミステ
リィ、その他の小説、エッセイ、鉄道、歴史などいろいろ。要する
に活字中毒というわけです。

24
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文責：学生に読書をすすめる班（学読班）

　今回の学読本舗はどうでしたか？『学読的活字中毒』を初めて知った～という人もいるかもし

れません。そんな人は、ぜひ一度南部書籍に足を運んでみてください。

　『学読的活字中毒』の他にも、「こんな情報のページが欲しいな」ということがあったら、どしど

しMe～ diaのアンケートに書いてください。ご意見お待ちしています！

雨の日は駅までの自転車通学が大変なので憂鬱になります。けど、水不足になってしまっても困るので雨は仕方がない
です。（むらまさ）

　三重県亀山市出身で、毎日２時間くらいかけて自宅から通って
ます。最近のマイブームは、この通学の電車の中で寝ることです
(-.-)zzZ趣味はお笑いを見ることで、最近のブームが始まるずっと
前からの筋金入りです☆好きなコンビはチュートリアルとフット
ボールアワーかな♪

法学部１年　ハムハム

 好きな本はアルビン・トフラーの『第三の波』です。分厚いです
が、とても二十数年前に書かれたとは思えない内容が衝撃的で
す。

　筋トレと少女漫画が好きな工学部１年の♂。読書では、純文学系
を得意分野としていますが、最近は新書熱もあがりかけています。
また中央図書館の蔵書の充実ぶりにうっとりしていて、中にいる
と落ち着く今日このごろ。この読書の楽しみを、できるだけ多くの
人に知ってもらいたいです。

工学部（化生）１年　リス

 大学の魅力であり苦痛でもある第二外国語をよく知るため
に、その国の名作を読んでみてはいかがでしょうか。ロシア語の
自分は「罪と罰」に挑戦しています。

 自分が知らない物語に出会うのが大好きで、楽しい話、かっこい
い話、ちょっと悲しい話が大好きです。前年度の班長をやっていま
した。

工学部（電情）３年　加藤

 基本的に何でも読みますが、やっぱり小説が多いです。最近で
は、加納朋子の『ななつのこ』は面白かったです。

　岡山生まれの岡山育ち。でも本籍は下関(in山口)(ラヴ魚)。常に
如何に楽に生きるかを模索しつつ重大な決定の決定基準は六割方
「ま、いっか」による。そろそろダメ人間を極めつつある(合掌)基本
的にツッコミ。

農学部１年　イノ

 本は雑食。荻原規子や加納朋子の作品は問答無用で読みます。
あと落窪物語が好きです。森絵都と吉本ばななは読みやすいか
ら◎。阿部夏丸が好きな人に未だかつて出会ったことがないの
が辛い今日この頃。

　ふたご座Ｏ型18歳、趣味は読書の石井です。部活はトライアスロ
ン部に入りました。運動が得意なワケではありませんが、自分を鍛
え直したくて始めました。そんなやる気を学読でも発揮できるよ
うに頑張りますので、どうぞ宜しくお願いします。

法学部１年　石井

 川上弘美さんの「ありがとう」(新潮文庫)という短編集は色ん
な感情を与えてくれて、日常の良い潤滑油になるのでオススメ
です。

　２年生から学読班に入ったにゃっこです。愛知県内出身なのに
諸々の事情で下宿をしています。名古屋だと、梅雨になっても大好
きなカエルに会えなくてちょっと寂しい今日このごろ…。

教育学部３年　にゃっこ

 いろいろ読みますが、小説なら特にミステリーとかホラーと
かが好きです。作家としては宮部みゆきや乙一が良い☆読みや
すいので、普段あんまり読書しないって人にもおすすめです。

　こんな感じで、バラエティーに富んだメンバーで活動しています。今回はほんの一部しか紹介できな
かったので、また機会があったら他のメンバーの自己紹介もどんどん載せていこうと思います。このジャ
ンルのこともっと知りたいな～というようなことがあったら、気軽にリクエストしてみてくださいね。

25

09学読本舗vol.220050519.indd   2509学読本舗vol.220050519.indd   25 2005/05/23   13:22:072005/05/23   13:22:07



今回の当選者は 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　サボテン
そう　ダニー・チュン　ちゃんぷる
ふくらはぎがすごい　没一　メガネ君
涼夜　COURS　MOMO（文４）　T.Y

（敬称略）

◆正解者◆

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
・　・　・　・　・　・　・　・　・　・

前回のパズルはループパズルでし
たがどうでしたか？右図がループの
完成形です。薄い灰色の線が引いて
あるところは何通りかの線の引き方
があるという意味です。どの道順で
も同じ答えになるはず。もしもさら
に違う線の引き方を見つけた人はご
連絡下さい。
というわけで、今回の解答は

です。合ってましたか？

さてさて、今回の問題は学生委員になったばかりのゆーすけからの出題で
す。今までクロスワードやイラストロジック、間違い探しなどいろいろ書い
てきましたが、今回は少し趣向を変えて数列パズル。もちろんいつも通り正
解者の中から一名に図書券1,000円分をプレゼントします。解答はアンケー
トの解答欄に書いて送ってください。それでは早速いってみよう!!

Me~dia 6　頭翔智閃

雨の日は、まず地下鉄通学をして自宅生気分を味わいます。そして雨音に耳を傾け、静かに高尚な物思いに耽ります。そ
して窓から外を歩く人々を見て、「まぁ大変ねえ」とほくそ笑んで一日を閉じます。あと、少し前から傘をファッションとし
て数本持つようにしています。そうすると、「今日はこの傘で行こう♪」「こんな傘も買ってみたいな☆」と思えるのでとて
もステキです☆★（ゆぅ）

26
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文責：ゆーすけ・のん

○数字、アルファベットの共通点や規則性を見つけて□に入る数字、アルファベットを当ててください。
　お題は五つです。文理を問わず、どの問題も高校１年生程度の知識があれば解けるはずですよ。

さて、最後の問題です。一口に社会と言っても色々あります。地理、歴史、政治に経済。２問あり
ますがそれぞれ違う分野ですよ。ちなみに下のIを囲ってるのには意味があります。
では、問題です。

①　 ②　 ③　 ④　 ⑤

I

　問１例題　H , HE , LI , □E  , B , C , …
例題の答えはＢです。化学の原子番号の順ですね。
では次が本題。

　問２例題 １、２、３、５、７、１１、１□、…
例題の答えは３です。この数列の共通点は素数である、ということですね。この素数の列をヒン
トに下の２問を解いて下さい。
では本題です。ちなみに③の数列は各項に１を足すと必ず素数になりますよ。

⑤

①　□ , M , V , E , M , J , S , U , N , P

②　６，８，１０，１４，１５，２１，２□，…

③　１，２，６，３０，2１０，２３□０，…

④　Ｊ，Ｙ，Ｋ，□，Ｎ，Ｈ，Ｋ，Ｍ，Ｓ，Ａ＆Ｍ，Ｅ，Ｍ，Ｔ，Ｓ，Ｈ．

　　　　　　　　　　　

Ｋ

Ｋ
Ｋ H
B

J

□
R

N K

Me~dia 6　頭翔智閃

雨を理由に自主休講…というのは冗談で、家の中から土砂降りの雨を見るのが好き。それから雨上がりには虹とか出てな
いかなーって期待してみたり。「雨の日は10%OFF」というお店に行くのも楽しみの一つです。（すの） 27
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Me~dia6　Me～dia 伝言板

Ｍe～dia伝言板

観葉植物（ポトス）

朝９時頃に大学の図

書館に入って新聞を読

む。その後は無料ネッ

トサーフィン。12時

に食事をして、午後は読書か昼寝。

コーヒーを飲んでから夕方4時半

頃に図書館を出る。日曜日は終日

自宅で雑用をこなす。夜はなぜか

気分が沈む。（没一）

休日。バイト漬け。年

103万なんて制限がある

から本当に嫌だ。稼ぎたい

んだからしょうがないけど。税金高

い！！軽自動車は買えるくらいまで

ためたから次は普通車クラスを狙っ

て…。いつになったら車を買い換え

るんだろ？？ （Ck）

休日の過ごし方

最近読書欲が異様に強

く、本屋や書籍でつい衝動

買いを…。で休日には買

いだめして机の上に積み上がった

本の消化にはげんでいます。そうい

うとき読むのって実用書（っていう

のかな？）そういうのの方が本に入

り込めて好きです。考え方の吸収と

か？？今ハマリ中は「私の履歴書」。  

 （がさ）

アンケートの裏に100字～

２００字くらい書いてあると採

用確率がかなり高いです☆「伝言

板へのメッセージ」欄

におよそ５～７行ぐ

らいが目安です。あと

は、記事を作る関係上

早めに出してもらっ

た人のほうが採用さ

れやすいってことも

あったり。

晴れてたら一週

間分の掃除and洗濯

したりして午前中

は家の中のことをやってます。昼か

らは買い物へジャスコにフラフラ～

と出かけ、いらないものを買ってし

まう。今ちょっと競馬に魅せられて

います。 （納豆きな～ぜ）

４月はほとんど買い物

で１日が終わってしまっ

たのでこれからは映画と

か、本とかをみたいです。あと京都

へ行きたいです。京都へ行く理由

は…当ててみてください。  

 （ちゃんぷる）

６月。梅雨の時期になってきました。雨が降っても休日は楽しく過ごし
たいですね。そんなわけで、今回は休日の過ごし方、ペンネームの由来など
についてお送りします☆

雨の日の楽しみ…うーん…元々インドア派だからなぁ…
…あ、雨の日だとバイト先のお客さんが少なくてちょっと楽♪だとか？（むー）28
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Me~dia 6　Me～dia 伝言板

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

7月号の投稿テーマ
　●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。

 

ペンネームの由来で

すって？まあ、ジャン

プ「黄金期」の有名漫画

からとりました（笑）最近ハマってい

たので。 （エイトセンシズ）

没一（ボツイチ）。ラ

イトノベル上がりの某

作家のペンネームをも

じった。この漢字を当て

たところ、「何事も失敗から」という

意味が生成した。（オマケ）「没一」を

ネットで検索すると……。  

 （没一）

私が学んだ工学

部１号館が老朽化

しとりこわされて

立派な建物になり

ビックリです。（IB電子情報館南）。

昔と比べてキャンパス内にいっぱ

いいろんなビルが建ち並びガラリ

と変りました。今度写真を撮ろうと

思ってます。 （K・Y）

単にぼくがメガネをかけ

ているのと、もう一つの理

由は「スラムダンク」に出て

くる木暮君が大好きだから

です。優しくて他人想いなところが

良いです。 （メガネ君）

ペンネームの由来

７月号以降に掲載を予定しているテーマ

大河ドラマから朝のニュースま
で。あなたのよく見るテレビ番
組教えてください。

よく見るテレビ番組

旅？バイト？？車校？？？もう夏休
みの予定は決まっていますか？１年生
への予定のたて方のヒントでも。

夏休みの予定

○暇なときにすること

○あなたの万博情報

○人生が転換した出来事

○健康のために心がけている出来事

○自分ルール

○定期テスト対策

その他

 

組

旅？バイト？？車校？？？もう夏休
みの予定は決まっていますか？１年生
への予定のたて方のヒントでも。

夏休みの予定

へ も。へ も。

（隠しで）意味があるペンネー
ムってかっこいい。ペンネームの
由来の投稿をみてると新しいペン
ネームが欲しくなります。

本当はもっと長かった

りします。そして、それを

アナグラムすると…！後

は秘密で。 （そう）

この時期にカレンダー

の丸まりがいつの間にか

なおっている…

 （ふーちょ）

ボクの行動は天候に影響されませんのです。（じゅんや） 29
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Me~dia 6　ゆうべのひとこえ

　生協のお得情報がわかってイイ感じ
です。　　　　　　　　（納豆きな～ぜ）
→ありがとうございます！でも、今回の
Me～ dia6は諸都合によりあまりたくさ
ん情報が載せれてないです…。    （むー）

　こうやって企画の予定が詳しく書か
れていると便利ですね。　　（メガネ君）
→これからもそのようにしていきます。
ただ、予定は未定な所も…。  （むー）

　写真を見て、総代会の参加者が多いこ
とに驚いた。　　　　　（にゃんちゅう）
→毎年200人以上の参加者がいますよ！                   
　　　　　　　　　　　　　　   （むー）

　これ（Co-op Information）は有難い情
報です。知って得する。　　  　　（K・Ｙ）
→これからも、知って得する情報を載せ
ていく予定です！ 　　　　　　  （むー）

　「ささみチーズカツ」はおいしそうで
すね。最近よく北部食堂を利用するの
で、近いうちに食べてみます。 
　　　　　　　　　　　  （MOMO文４）
→ぜひ食べてみて下さい。あと、Co-op 
Infomationには載ってない企画もでてい
たりします。 　　　　　　　　　（むー）

　ま、まぐろカツもヨロシク…　　　　
　　　　　　　　　   （エイトセンシズ）
→メ、メンチカツも… 。　　　　（むー）

Co-op Information トマトラーメン。チャレンジャーな私
の心がくすぐられます。明日、食べてみ
よ。　　　　　　　　　　　　　　（Ck）
→お味はどうでしたか？個人的には
スープスパみたいな感じでした。 （むー）

読書マラソンに参加しています。10
冊読むと生協利用券がもらえてすごく
助かってます。　　　　　　　（COURS）
→がんばって100冊目指しましょう！            
　　　　　　　　　　　　　　   （むー）

ライ○ドア、ソ○ト○ンク、○天から
買収の話はありませんか？　　   （没一）
→どうやらないようです。 　　　（むー）

☆生協に出資しているからには利用し
まくります。　　　　　（納豆きな～ぜ）
☆今、「出資金」はとてもタイムリーな話
題ですよね。ライブドアVSフジテレビ
で。まあ、生協は「支配」はされないだろ
うけどって、思って読みました。
　　　　　　　　　  （うえすぎようこ）
☆クレジットカードに特典をつけてほ
しい。　　　　　　　　　   （ふーちょ）
☆出資金２万円が戻ってくることを知
らなかったので得した気分です。
　　　　　　　　　　　   （ちゃんぷる）
☆今年は、時間があるのでお昼の食堂を
たくさん使うつもりでいます。    （がさ）

 　Live!!Meidai!!Webで拝見しました。
だつさんのページ下に笑わせてもらい
ました。　　　　　　　　　（メガネ君）
→読んで頂けて光栄です。幸い新入生の
皆様からの評判も良く、僕のセンスを理
解してくださる方がたくさんいること
に元気づけられています。最近は編集部
員にギャグを言っても、反応が冷たいも
ので…。　　　　　　　　　　　(だつ)

　声カード総集編、北部食堂の声カード
が一番おもしろい。業務とは無関係な投
書にもコメントを付けて下さる奥村氏
は偉い！　　　　　　　　　　   （没一）
→声カード冊子を作る予定なので、乞う
ご期待！奥村さんにインタビューする
予定です。　　　　　　　　　（編集部）

　Me ～ diaこれからも頑張ってくださ
い。毎回楽しみにしています。       　　　
　　　　　　　　　　　　       （COURS）
→これからもご愛読し、アンケートへの
投稿をお願いします。今月号は、愛知万
博チケットがもらえるチャンス！
　　　　　　　　　　　　　   （編集部）

　新歓活動お疲れさま！
　　　　　　　　　　   （にゃんちゅう）
→今年は、企画が多くて、非常に大変で
はありましたが、自らも充実した時間
を過ごすことができました。新歓冊子
「Live!!Meidai!!」や生協ガイダンス等で
全新入生には、何かしら関わりました。
来年度、一緒に新歓活動をやってくれる
人募集中！　　　　　　　　   （編集部）

小雨だったら、傘を差してお出かけ。大雨だったら、堂々と家でひきこもります。ぼーっと雲の動きを見るのも、好きで
す。虹を見ることができたら幸せな気分になれるので、好きです。（くみ）30
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Me~dia 6　ゆうべのひとこえ

　今は就活で忙しい…。就職先が決まっ
たら新しいこと始めてみようかなと思
います。　　　　　　　　　　（COURS）
→同じく就活組です。学生生活最後の年
だから時間を大事にして過ごしたいで
す。　　　　　　　　　　　　　（くみ）

　やらずに後悔するならやって後悔し
ようと思った。　　　　（納豆きな～ぜ）
→その意気です！どのようになっても
いい体験になると思います。　　（くみ）

　このような記事をよく見かけるが、
いろいろ手を出して何もできずに１年
経ってしまったという人が多そうな気
がする。「あまり高くない目標を１つだ
けでもやってみよう」的なことを書いた
らどうか。　　　（ふくらはぎがすごい）
→１年生も見ることだし、これからの目
標をたてて大学生活を過ごしてほしい
なと思ったので、こういう記事にしまし
た。でも、そういう視点もありだと思い
ます。　　　　　　　　　　　　（くみ）

○公務員のダブルスクールをこの春私
も始めましたよ。　　　　　　　（T・Y）
○とりあえずTOEICを受けます。今はリ
スニングだけ、ひたすらやっています。
　　　　　　　　　   （エイトセンシズ）
○手始めに初級シスアド受けてみまし
た。惨敗の予感。こりずにFP ３級か情報
技術者試験の他のを受けてみます。（Ck）
○僕はダンスを始めます。Shall we 
dance?　　　　　　　　  （ちゃんぷる）
○今年は４月からスケジュール管理を
悪戦苦闘しつつやっています。スキマ時
間を見つけるために！（って４月って
スキマ時間多すぎ汗）　　　　　 （がさ）
○学生委員会を始めよう！   （ふーちょ）
○英会話がいいと思います。
　　　　　　　　　   （うえすぎようこ）

　バイクを手に入れたので、バイクで行
きたいのですが…　どこに止めようか
な。　　　　　　　　（エイトセンシズ）
→原チャリ（自転車含める）だと万博会
場周辺にただで止められるんですけど
ね。バイクは、パーク＆ライド駐車場で、
1,000円で止められて、無料のシャトル
バスが出ています。利用してみては？　
　　　　　　　　　　　   （シュウセイ）

　トヨタ自動車（株）のOBであることも
あって前売券は去年、早々と入手してい
ます。　　　　　　　　　　　　 （K・Ｙ）
→第一期前売り券は、大人3,700円でし
た。今の4,600円に比べて安ーい！　　
　　　　　　　　　　　   （シュウセイ）

　弁当問題はクリアしたようなので私
は花粉症が去った頃を見はからってい
くつもりです。　　　（うえすぎようこ）
→小泉総理大臣の鶴の一言で弁当持ち
込みが認められるようになりましたね。
感謝、感謝。                　　 （シュウセイ）

　リニアモーターカーの試乗に応募で
きなくて大変残念だった事を思い出し
ました。                           　 （納豆きな～ぜ）
→リニモに乗りましたか？
　　　　　　　　　　　   （シュウセイ）

　いろんな事やってるんだなーと思っ
た。　　　　　　　　　 （納豆きな～ぜ）
→特に、新設班の共済班・リニューアル
した文化交流班の活躍に期待してくだ
さい。　　　　　　　　　　　（編集部）

　環境班は元リサ班なんですか？
　　　　　　　　　　　　   （メガネ君）
→その通りです。　　　　　　（環境班）

　タヌローの知名度が低い気がする…
　　　　　　　　　　   （にゃんちゅう）
→タヌローは、共済のマスコットキャラ
クターです。　　　　　　　　（編集部）

　デザインがよかった。
　　　　　　　　　   （エイトセンシズ）
→ありがとうございます。これからもプ
ロい作品を作っていきます。　（編集部）

　あまり知らない活動が多い気がする。
生協に今まで「やりたい！」と言って
入った人もいるんですか？総生でなっ
た人だけだと思っていました。　　（Ck）
→基本的には、総生になった人だけです
か、「やりたい！」という人は、学生委員
会にお問い合わせして頂けば、一緒に活
動ができます。                          （編集部）

　共済のマスコットキャラクターって
タヌローっていうんですね。でもどうし
てタヌロー？　　　　　　　  （COURS）
→たぬきとふくろうの間の子です。なぜ
たぬきとふくろうなのかは知らないで
すw。　　　　　　　　　　　　（くみ）

　学読班って、とても楽しそうですよ
ね。忘年会もやっているということは、
相当仲がよいのでしょうか？
　　　　　　　　　　　  （MOMO文４）
→毎週水曜日のお昼休みに活動してい
ます。今は１年生が入ったばかりで活気
がありあますよ☆興味があったら、ぜひ
学生委員会にご連絡を！　　   （学読班）

　初めて知ったサービスが沢山でした。
本やタウンは便利ですね。      （メガネ君）
→ぜひ今度本やタウンを利用してみて
ください。大学内にある生協書籍で受け
取れるのがいいですよね。　　（学読班）

　生協で図書カードが使えるのはあり
がたかったです。3000円分は教科書・参
考書であっという間に消えちゃいまし
たけど。                                                      （Ck）
→そういえば、図書券が廃止されるとい
う噂が…。でも、廃止された後でも使う
ことはできるので、持っていたら図書券
もぜひ使ってくださいね。        （学読班）

みんないろんな過ごし方を楽しんでいるんですね。もしよかったらあなたの雨の日の楽しみをアンケートに書いてくだ
さい。お待ちしてます☆（編集部） 31
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Me~dia 6　ゆうべのひとこえ

　注文して10%オフなのでとても助か
ります。ほとんどの本を大学で買うよう
になりました。                                （COURS）
→教科書や辞書だけでなく、雑誌やまん
がも10%オフで買えるというのが便利
ですよね。これからもどんどん利用して
ください。　　　　　　　　　（学読班）

　キッチンペーパーもあると便利です
よ、ネットが使えるなら、オレンジペー
ジやその他のレシピサイトが使えます。
　　　　　　　　　   （エイトセンシズ）
→確かにキッチンペーパーは万能です
よね！！！レシピサイトは私たちもよ
く利用してますよ。　　　　
　　　　　　　　　　　   （ショッカー）

　お米の炊き方（電子ジャーの使い方）
をマスターしました。圧力がまで炊いた
米の方がおいしい事を感じました。
　　　　　　　　　　   （納豆きな～ぜ）
→圧力釜で炊くなんて凝ってますよ
ねー（笑）。私たちもぜひ試してみたい
です。　　　　　　　　　（ショッカー）

　調味料って、どれも「あぁ～これあっ
たら○○作れるのにな～」って感じる
んですけど、使い切るのは難しいですよ
ね。　　　　　　　　　　　（メガネ君）
→友達同士で協力して使い切ってはど
うですかー？いろいろな調味料が揃え
られますよ。　　　　　　（ショッカー）

　みりんがあれば、砂糖をいちいち計っ
て足さなくてもいいのでとても便利だ
と思います。慣れればしょうゆもお酒も
みりんも目分量でおいしい煮物が出来
ます。         　　　　　　       （MOMO文4）
→料理の達人ですね？私たちも精進致
します。　　　　　　　　（ショッカー）

　私は自宅生なのですが、一人暮らしと
なるとささいなものまでそろえて大変
ですよね。菜ばしとか… （にゃんちゅう）
→確かに大変ですね。でもこれだけそ
ろえたらきっと料理上手になれます
よ！！　　　　　　　　   （ショッカー）

　「計量カップ」についてですが、なくて
もインスタントラーメンは失敗しませ
んよ。いつも使う鍋を決めておけば自然
と水の量は判ります。お菓子作りには必
要なものですけどね。（うえすぎようこ）
→そうですよね！！お菓子作りに目分
量は危険ですよね、しっかり計量しま
しょうねっ。　　　　　　（ショッカー）

　アップルル～！やっぱりみそスるが
あのみそスるが…（千昌夫調）。   （没一)
→アップルル～？　　　   （ショッカー）

　一人暮らししている知り合いに一度
は読ませたい…。何もない。　　　（Ck）
→ぜひ読ませてあげて下さい！！！　
　　　　　　　　　　　   （ショッカー）

　ショッカータイムスを第１回からぜ
ひ見たいです。参考にしたいので。　　
　　　　　　　　　　　　　  （COURS）
→ぜひぜひ学生委員会室をお訪ね下さ
い。おそらくバックナンバーがあると思
います。　　　　　　　　（ショッカー）

　自宅生なのでほとんど関係なし。たま
に作るけど。　　　　　　　（ふーちょ）
→知ってて損はなしっ！興味を持って
みると意外と面白いですよ。
　　　　　　　　　　　   （ショッカー）

　募金します。　　　　　（ちゃんぷる）
→お願いします。　　　　（ユニセフ班）
→生協学生委員会が出す模擬店でもユ
ニセフ班の募金箱を置く予定なので、募
金をお願いします。         　　  （編集部）

　もっと宣伝するべき！
　　　　　　　　　　   （にゃんちゅう）
→ごもっともです。自分たちの活動を充
実させていくのも大切ですけど、それを
多くの人に伝え、活動の輪広げていくこ
とも重要ですよね。今回記事を書いて、
記事へのアンケートから名大内での募
金箱存在が知られていないことを改め
て感じました。今後は募金活動や名大祭
でのユニセフ関連の掲示物作り等と同
様に、広報活動にもっと力を入れていき
たいと思います。　　　　(ユニセフ班)

　一人でも多くの子供達が学校に通え
るといいです。小銭増えたら募金しま
す。　　　　　　　　　（納豆きな～ぜ）
→ありがとうございます。世界には様々
な環境で暮らしている子がいて、学校
に通いたくても家の事情で通えなかっ
たり、近くに学校がないところもありま
す。また、災害などで、今までの日常生活
が送れなくなるケースもあります。日本
でも、収入の問題で子供を学校に通わせ
られないという事例もある、と児童セン
ターに勤めている知り合いから聞きま
した。どんな環境にいても、教育をきち
んと受けられるようにしていく制度や
設備などを整えていくことが重要だと
思います。　　　　　　　（ユニセフ班）

　フェアトレードという言葉を初めて
聞きました。今、経済の情報には敏感に
なっているので、非常に参考になった。
　　　　　　　　　   （エイトセンシズ）
→フェアトレード。最近フェアトレード
商品がだんだん増えてきていますね。
フェアトレード商品が多くの人に支持
されるようになってきているからだと
思います。「現地の人の生活向上」という
付加価値をつけた商品が支持されるの
は、消費者の生産者サイドへの意識の高
まりともとれるのでしょうか。
　　　　　　　　　　　   （ユニセフ班）

☆アンケートのお知らせ☆
2005年度Me~dia6は通巻100号記念!!ということで、アンケートを書いてくれるみなさんにもなにか特典を付けれない
かなと考えました。いつもは抽選で10名の方に図書券をプレゼントしています。が、なんと今回は…

32
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Me~dia 6　ゆうべのひとこえ

　私も名大内に募金箱があるのを知り
ませんでした。毎日見ていたはずだけど
…（汗）　　　　　　　　　 （メガネ君）
→募金箱は残念ながら分かりにくい場
所にあることも多いです。 （ユニセフ班）

　このパズルは初挑戦でした。今後もお
もしろい問題を期待しています！
　　　　　　　　　   （エイトセンシズ）
→これからもいろいろなパズルを載せ
ていくので期待しててください。  (のん)

　1,000円欲しい。 　　  （納豆きな～ぜ）
→残念ながら今回ははずれでした。また
の応募お待ちしています。　　　（のん）

　確定しない（どっちでも正解）のとこ
がでてきちゃったので今回ちと自信な
いです。　　　　　　　　　（メガネ君）
→出てきます。２カ所もあります。答え
に影響はないですが、以後気をつけます
m(_ _)m　　　　　　　　　　    （のん）

　トイレ内に机が…謎ですね。荷物置
きってことでしょうか？　   （メガネ君）
→なんででしょう。あって困ることはな
いんですけどね。まぁ、もちろんそこで
勉強している人は今まで見たことがあ
りません。　　　　　　　　（みっくす）

　ウォシュレット化は素晴らしいです。
　　　　　　　　　　   （納豆きな～ぜ）
→新しい建物にはウォシュレットが付
いていることが多いですよね。大学の設
備がどんどん新しくなっているような
気がします。　　　　　　　（みっくす）

　夏や冬が好きっていう人はいなかっ
たのでしょうか？　　　　　  （COURS）
→夏が１人…冬はいなかったです。暑さ
寒さは嫌われるのでしょうか。
　　　　　　　　　　　　   （みっくす）

　イラスト（？）がいつもかわいいなあ
と思ってみてます。　　　　　　　（Ck）
→これは、もう卒業した先輩が残して
いってくれた遺産です。　　（みっくす）

　玄米フレークさんの「２グリ」が分か
りませんでした。どこ？ちなみにこれを
書いているのは桜の季節、鏡が池の所が
私は好きです。　　　（うえすぎようこ）
→2グリとは第２グリーンベルトの略
で、図書館前の池があってたくさんの
木々に囲まれているところです。今は
サツキが咲いていてとてもきれいです。
（５/１現在）。　　　　　　（みっくす）

　こーゆーの好き、読者の交流っての??
　　　　　　　　　　　　　　   （がさ）
→これからもMe ～ dia伝言板をよろし
くお願いします。　　　　　　（編集部）

　僕は新入生に限らず、上級生や職につ
いている人にも、いろいろなことに挑戦
して欲しいと思っています。時間は作る
ものです。                       （エイトセンシズ）
→そうですよね。せっかくの大学生活、
読者のみなさんも色々なことに挑戦し
ていきましょう！Me～dia編集部では、
Me ～ diaファンクラブ（仮称）を設立に
ついて前向きに検討中なので、ご期待く
ださい。                                    （編集部）

　大学に入ってしばらくたつと、現実に
追われて、夢だけではにっちもさっちも
いかないことに気づくでしょう。ワァー
オ!!（ブルドッグ）　　　　　　　（没一）
→生協学生委員会でも、新入生歓迎活動
の時期は、現実を感じてしまいました…
今、やっているMe～ diaの出稿〆切が…
（笑）　　　　　　　　　　　（編集部）
　　　　　
　私も入学して、滝子の教養部（旧制８
高、現名市大人文学部）へ、うぶな気持ち
でワクワク通りました。当時は市電で通
学でした。　　　　　　　　　　 （K・S）
→名古屋大学の歴史を感じます。名大生
ならご存じですよね、名古屋大学が最後
（日本で7番目）の帝国大学であること
を。　　　　　　　　　　　　（編集部）

　今年は入学式後に桜が満開になって、
本当に「サクラサク」を実感できたので
はないでしょうか。花の色のようにフ
レッシュピンクで頑張って行って下さ
い。　　　　　　　　（うえすぎようこ）
→今年の3月は本当に寒かったですね。
そのため、入学式までにサクラが散らず
にすみました。やっぱり、入学式には、サ
クラが１番！　　　　　　　   （編集部）

　手書きのまま掲載の人と、そうでない
人の違いって…？　　　　　　　  （Ck）
→Me～ dia2の募集の時に、直筆可かど
うかの意見を聞いた結果です。 （編集部）

　ほんと部活かサークルに入っておけ
ばよかったと思います。　　　（COURS）
→生協学生委員会では、受験生＆新入生
サポートスタッフを募集しています。読
者のみなさんも受験生＆新入生サポー
ト活動をやってみませんか？   　　　　
　　　　　　　　　　　   　　（編集部）

　初心にかえる気持ちで読みました。
                   　　　　　  　（ダニーチュン）
→他に初心にかえる気持ちで読んだ人
はいますか？　　　　　　　   （編集部）

それでは、たくさんのアンケートお待ちしています。
33
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Me~dia 6　ゆうべのひとこえ

　スゴイですね。名大がミルクプリンに
圧倒されている。どこも合成には見えま
せん。お見事！　　　 （うえすぎようこ）
→ミルクプリンの偉大さを感じて頂け
れば作者として本望です。違和感を無く
すコツは、カップの影や光の反射を自分
で描きこむことです。 　　　 (ジュンヤ)

　ミルクプリンの広告、思わず吹きまし
た。しかしジュンヤさんが作られてたん
ですね。すごく秀逸な作品だと思いま
す。　　　　　　　　　　　（メガネ君）
→ネタをひらめいた瞬間“これはいける”
と思いました。そして画像を合成した瞬
間、自分でも吹きました。ある日の深夜
のことでした。　　　　　　（ジュンヤ）

　（表紙について）まぁ、４月号らしいと
言えば言えるでしょうか？
　　　　　　　　　   （うえすぎようこ）
→春らしく桜にしてみました★裏表紙
に比べてインパクト小だったでしょう
か…。　　　　　　　　　　　　（ゆぅ）

　裏表紙にあるミルクプリンを食べま
したよ～　　　　　　　　   （ふーちょ）
→安くて甘いミルクプリン。みなさんも
是非デザートにどうぞ。　　（ジュンヤ）

　裏表紙が面白い。心霊写真だったら面
白いなーと思って見てみたら、なんとい
ました！右から２cm、下から4 ～ 4.5cm
の所に笑うセールスマンっぽい人が!!

（強引？）　　　   （ふくらはぎがつよい）
→　（確認できないのでレスできませ
ん。すまぬ）  　　　　　　　 （ジュンヤ）

　裏表紙かっこいい！　これは１年間
続くのかなぁ ..心配　　　　　　（がさ）
→今後もこのインパクトが持続するよ
う頑張ります。（…と言っておきながら
申し訳ないですが、入院のため今回Me
～ dia6はほぼノータッチでした）
　　　　　　　　　　　　   （ジュンヤ）

　裏表紙はインパクトがあっていい
ね！　　　　　　　   （エイトセンシズ）
→ミルクプリンの味と価格のインパク
トを表現してみました。　　（ジュンヤ）

　裏表紙に爆笑☆本当に63円でこんな
に大きなミルクプリンが買えるんだっ
たらうれしいけど…。食べる前に賞味期
限がキレちゃうかな！？   （MOMO文2）
→巨大ミルクプリンの直径を4mと見
積もると、なんと普通のやつ20万個ぶ
ん（計算はいいかげんです）になります
ね！金額は単純計算で約1200万円、一
日に一個ぶんのペースで食べると約550
年以下略　　　　　　　　   （ジュンヤ）

表紙・裏表紙

　自分が理学部であるせいか学生委員
会の人たちの自己紹介で理学部の人に
注目している自分がいました。
　　　　　　　　　　   （玄米フレーク）
→僕も理学部生なのですが確かに学生
委員は理学部の人が多いですね。理学部
人口率は2年生以上で41．7％です。もっ
と他学部の人も学生委員会に入ってく
れたらなぁと思っています。 （むらまさ）

　私の失敗談は、入学式の日に提出する
第二外国語の登録用紙のことをすっか
り忘れていました。入学式前に何人かの
人が登録用紙を持っているのを見て、か
なりあせりました。提出先の所に行っ
て、持ってくるのを忘れたと言ったら新
しい紙をくれました。　　　　（COURS）
→よかったですね。言語は締切りを破る
と空席のある講義しか選べなくなるの
でみなさん気をつけましょう。
　　　　　　　　　　　　   （ジュンヤ）

　シュウセイさんへ、手取り川周辺の地
名の由来は知りませんでした。さすが出
身者ですね。　　　　（うえすぎようこ）
→実は、私も初めて知りました。手取川
は、加賀地方にあるのですが、私は、能登
地方出身なので。（汗）　　 （シュウセイ）

経済学部1年　　　　　　　　ひろひー
理学部１年　　　　　　   納豆きなへぜ
理学部１年　　　　　　　　   サボテン
工学部１年　　　　　　　   ちゃんぷる
工学部１年　　　       　　　   ふーちょ
工学部１年　　　   ふくらはぎがつよい
工学部１年　　　　　　　   　　　涼夜
文学部２年　　　　　　   にゃんちゅう
文学部２年　　　　　　　　　  MOMO
工学部２年　　　　　　　　　　   没一
文学部３年　　　　　　　　　　   そう
経済学部３年　　　　　　　　　　  Ck
理学部３年　　　　　   エイトセンシズ
理学部３年　　　　　　　　   メガネ君
理学部３年　　　　　　   玄米フレーク
農学部３年　　　　　　　　           T・Y
文学部４年　　　　　　　　　  MOMO
経済学部４年　　　　　　　　　   がさ
理学部４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
教育学部聴講生　　　　　　           K・S

経済学部１年　　　　　　　   ひろひー
理学部１年　　　　　　　　   サボテン
工学部１年　　　　　　　　   ふーちょ
工学部１年　　　   ふくらはぎがつよい
工学部１年　　　　　　　　　　   涼夜
文学部２年　　　　　　   にゃんちゅう
経済学部３年　　　　　　　　　　 Ck
農学部３年　　　　　　　　　　  T・Ｙ
文学部４年　　　　　　　　　  MOMO
経済学部４年　　　　　　　　　   がさ
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毛利宗弘
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吉村久美子

Me~dia6のアンケート締め
切りは6月23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~dia7は7月1日発行
予定です。お楽しみに!!

編集部員

お知らせ

おくづけ

編集後記

今回は初めて新2年生
だけでショッカータイム
スを編集しました。今ま
では先輩に頼りっきり
で、ほとんどノータッチ
の状態だったので今回の

編集は全てにおいて試行錯誤の連続で
した。でも1回でも自分たちだけで完成
させたという達成感を味わうことが出
来たので、これからも頑張っていきたい
と思います。年度始まってすぐの大きな
行事も無事終了したので、これからは名
大祭・料理会等に力を入れていきたいと
思います。これからの食生活班の活動に
期待して下さい。　　　  （ショッカー） 

学生委員会だよりの
タイトルに封筒をあし
らってみました。切り
取って折り曲げて糊付
けすると、本物の封筒
として使え…ません。

編集部にアンケート送るのに使う
程度なら良いかもしれませんが、た
ぶんサイズが合わないですね(汗)。
もし切り取って送って頂けたら、も
う一冊Me～ diaをプレゼントしま
す(笑)。最近は手紙なんて書かなく
なったので、この機会にぜひ。 (だつ)

今回、かなりの風邪
引きだったみっくす
です。そろそろ風邪ひ
いて○週間。ようやく
良くなってきました。

喉って一度痛めるとなかなか良く
ならなくて…。風邪といえばリンゴ
ということで、何年ぶりかにリンゴ
ジュースを飲みました。白いリンゴ
ジュースと黄色く透き通ったリン
ゴジュースがあるけれど、私は白い
方が好きです。白い方が味が柔らか
い気がするので。 （みっくす）

僕はパズルを担当し
ましたが、いろんな人
に意見を出してもらい
ました。クラスの友達
とのんさんに感謝しま

す。次は読者投稿で記事を書こうと
思ってます。みんなの熱いエピソー
ド待ってます。うーん書くこと無い
なぁ。最近山田玲司って漫画家には
まってます。Bバージンとか面白い
ですよ。ではでは。 （ゆーすけ）

Me~diaも と うとう
100号なんですねー。
Me~diaの歴史と一緒に
世の中の出来事を並べ
てみると色々な発見が

あって楽しかったです。まだ消費税が
導入されてなかったり、フレ南をがん
ばって作ろうとしてたり…。ジブリ大
好きな私にとって1988年は「となり
のトトロ」なイメージの年です。ちな
みにMe~diaのバックナンバーが近々
Web上で見ることができるようにな
ると思います。お楽しみに☆ （のん）

早いものでもう６
月です。６月は私が
生まれた月です。も
う○○歳になってし
まいます。今年は７

人の１年生が新しく学生委員会
に入ってくれました。もう○○
歳になってしまう私は、１年生
から若い輝きをもらい、気持ち
だけでも若返りたいです。
 (りじゅ )
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名大生協ニュース『Me～ dia』は、名大生協・学生委員会・総代生協委員の活動をみなさんに伝えるフリーマガジン
(無料配布誌)です。生活の知恵、生協の活用法の紹介を通じて組合員のみなさんによりよい大学生活を提案します。
みなさんの意見を反映させ、より名大生の生活に密着した内容にしていくため、本誌アンケートにご協力をお願い
します。みなさんのご意見、ご感想をお待ちしております。 Me ～ dia編集部　名大生協学生委員会
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