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2005年、夏
名古屋大学オープンキャンパス

名古屋大学の学生による防災サークル「震災ガーディアンズ」が万博で企画をします!!
ただ防災を学ぶだけでなく、楽しく防災に触れる企画です☆
ぜひぜひご来場ください＞＜/ 日時：８月１７日（水）　10：00 ～ 18：00

場所：愛・地球博　瀬戸会場　市民パビリオン　対話劇場
連絡先 
万博プロジェクトHP：http://shinsai.skr.jp/　団体HP：http://www.shinsai.jpn.org/　　　　　　　　 
 E-mail：web@shinsai.skr.jp　

メンバー募集中☆気軽に連絡ください（ ^0^）/
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☆なりたい夏の生き物
☆好きなアイス
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涼しい夜に、日本の熱い魂!!
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テストの季節がやってきまし
た。名大祭も終わり、そろそろ勉強
モードに入ってくる人も多いの
ではないでしょうか？勉強で煮詰
まってきたら、息抜きにMe～ dia
はいかが？
では、今月のCo-op Information
です。
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■■■■第77回通常総代会の報告第77回通常総代会の報告■■■■

みんな大好き！お手軽&安いコープ100円菓子の人気投みんな大好き！お手軽&安いコープ100円菓子の人気投
票を総代会の場で行いました！票を総代会の場で行いました！
投票の仕方は「美味しい」「普通」「美味しくない」の3パ投票の仕方は「美味しい」「普通」「美味しくない」の3パ
ターンの評価を書きボックスに入れるだけ。ターンの評価を書きボックスに入れるだけ。
今回は「美味しい」の評価が多かったもの順に順位をつけ今回は「美味しい」の評価が多かったもの順に順位をつけ
ましたました

「美味しい」28票獲得！

「美味しい」25票獲得！

「美味しい」23票獲得！

Me~dia 7　Co-op Information

このコーナーに気付いていただき、ありがとうございます。この場所は通称ページ下と呼ばれており、毎回決められたテー
マで編集部員が１人１人語ります。今回のテーマは「なってみたい夏の生き物」と「好きなアイス」です。さて、今回はどんな
個性を見ることができるでしょうか。（編集部）
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7月
4日
～
8日

■■■■食堂部の企画食堂部の企画■■■■
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7月
11日
～
16日

7月
19日
～
22日

7月
4日
～
8日

■メニュー■
湯葉入りタコ酢…84円
京ひじきサラダ…63円
ゆず入り五色なます…63円
ピリ辛中華…63円
小鰺の南蛮漬け…63円
アスパラ胡麻和え…63円
冷やし胡麻茄子…63円

■メニュー■
タイ風レッドカレー…350円
欧風デミグラスカレー…350円
韓国風ビビンバカレー…420円
タヒチ風カレー…420円
ロコモコカレー…440円
インド風スパイシーカレー…420円

■メニュー■
韓国冷麺…360円
ビビンバ冷麺…362円
韓国風唐揚げ丼…160円
広東風五目あんかけそば…380円
韓国プレート…480円
冷やしキムチクッパ…330円
ダッカルビ…250円
タンドリーチキン…294円
鶏の唐揚げエスニックチリソース…294円
ゆで鶏となすのアジアンドレ…280円
ココナッツミルク杏仁…100円

■メニュー■
うな丼M…440円
うな丼S…410円
うな丼L…600円
うなぎまぶし丼…440円
うな玉丼…420円
うなぎばら寿司M…420円

Me~dia 7　Co-op Information

幾年か土中で眠り陽光を浴びて一週間で燃え尽きる儚いいのちや、生物の赤い液体を啜らずに生きていかれないいのちを
散見するとき、人間に生まれた自分は何てシアワセだったんだろうと思ってしまいます。(リト)

文責：理事　毛利宗弘
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Me~dia 7　学生委員会だより
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　6月4日（土）、5日（日）の名大祭で
模擬店を出店しました。
　模擬店では、タピオカ入りミルク
ティーとラッシーを販売しました。
当日の天気にも恵まれたため、多く
の人が購入してくれました。なお、
Me ～ dia7の16ページ「伝説のかき

氷を探せ」のページに、模擬店出店の
際に販売したラッシーの作り方が掲
載されています。

●５月から６月の活動報告

△名大祭の模擬店での様子

△テーマブースでの様子 △クラス写真の結果発表の様子

　総代会ではクラス写真コンテスト
の表彰も行われました。どのクラス
も素晴らしい作品でした。審査の結
果は以下の通りです。

のほほんとした「さめ」になりたいな。「さめ」をひらがなで書いたのは、そういう気持ちを込めたいのだよ。（ふーちょ）
アサガオがいいですね。芽吹くときは密やかに、散りゆくときは潔く。花言葉は、『彼女はあなたを愛していた』。嗚呼……。（ひでっちょ）

最優秀賞  ・・・・・・ 経済学部    2組
優秀賞 ・・・・・・・・ 理学部    2組
（以下特別賞）

本山原人賞　・・・・・・   工学部10組
光合成賞 ・・・・・・・ 農学部     2組
色鮮やかで賞 ・・・・・   工学部     3組

大学院生
　昨年度行われた「院生生活実態
調査」の結果報告を行いました。

　読書への提案や学読班の取り組み
と活動計画の紹介をしました。

ユニセフ・平和
　平和やユニセフに関する取り組み
とイベント関係の発表をしました。

激甚災害対策
　地震が起きたときに、大学ができ
ること、大学で取り組むこと、自分
たちを守ることの紹介をしました。

共済
　名古屋大学での健康や安全、助け
合いの取り組みの紹介をしました。

組合員の声に基づくお店作り
　組合員の声を生協の店舗や商品、
メニューにどう活用するかを参加者
と共に考えました。

　5月27日（金）の総代会の中で６
つのテーマブースを設けました。
テーマブースの中では日頃、生協
と組合員で協力して取り組んでい
ることの紹介を行いました。以下
にテーマブースでの内容を紹介し
ます。
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Me~dia 7　学生委員会だより
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　6月11日（土）に新学期活動交流会
が愛知大学車道キャンパスで行われ
ました。前半の全体会では、東海地域
の各大学生協の新学期活動に関する
報告が行われました。後半の分科会
では、①生協をきちんと知らせる、伝
える。②新入生を温かく迎え利用を
促進する。③キャリア形成支援、とい
う3つのテーマに分かれ、意見交換
を行いました。
　新学期交流会を通じて得たことを
今年度の新学期活動に反映出来るよ
うにしたいと思います。

　6月12日（日）にテーマ別交流会が
名古屋大学フレンドリィ南部で行
われました。テーマ別交流会では、
5月に実施されたspringセミナー
（Me~dia6参照）で感じた思いを活動
に反映するために、東海地域の学生
委員同士で交流しました。今回の交
流会では、①店舗②共済③キャリア
④平和・国際⑤インカレ⑥環境の６
つのテーマに分かれ、テーマごとに
理解を深めていきました。
　テーマ別交流会で得たことを今後
の活動に活かしていきます。

　6月13日（月）から6月17日（金）ま
で生協まつりが北部地区で行われま
した。
　学生委員会では、おにぎりの人気
投票企画「ころりんゼミ」を行いまし
た。さらに、人気投票企画だけでは
なく、商品にコメントを付けてもら
いました。投票ランキングや商品へ
のコメントに基づき、今後の店舗の
改善に活かしていきたいと思いま
す。また、組合員の皆さんに普段の健
康状態を知ってもらうために、健康
チェックコーナーを設置し、各種の
測定器も組合員の皆さんに利用して
もらいました。

●今後の予定

　8月9日（火）から8月11日（木）に大
学説明会が実施されます。
　学生委員会では、大学説明会に参
加する高校生のために、相談コー
ナーや大学で使用している教科書な
どの展示物を設置します。また、参加
者向けの冊子も配布します。冊子に
は、大学生活のこと、受験勉強のこと
などを掲載する予定です。

　これまでの声カードに出ていた意
見を冊子という形でまとめた「生協
の声～みんなの声カード傑作集～」
を製作中です。
　声カードの書き方や、購買、書籍、
食堂で実際にあった声カード掲載と
いった内容になっています。北部食
堂で、面白い声カードを書く奥村さ
んの取材レポートも載っています。

　今回はそれぞれのテーマに特化
した報告を聞き、話す機会だった。
環境、共済など活動としては全く異
なった形であっても、その根底にあ
るのは大学生協の理念である"for 
peace and better life"に他ならない。
この理念をどういった活動を通じて
組合員に実感してもらうか、という
学生委員としての課題を痛感した。 
　　　　　　　　　   2年　足立裕太

△昨年の大学説明会での様子

文責：常任理事　竹内利樹

▽生協まつりの様子

　この交流会に出て、他の大学の新歓
活動を知ることができ、とても参考に
りました。また、違う企画に見えても、
企画を作った想いを上級生でどう共
有していくのか、他団体と一緒にやる
新歓活動、などの共通部分もあり、そ
ういうところも参考になりました。

　　　　　　　　　2年　福崎怜奈

エイになって、その上東京の空とか飛んだら面白そうだなーと思いますが、エイは空飛べないらしいのでここはカモメに
しておきます。植物なら紫陽花でしょうか。(コウ)
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Me~dia 7　お祭りへ出かけよう！
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お祭りへ出かけよう！
　７月の終わりからのテスト期間を終えると夏休みが始まります。しかし夏休みと言っても、車

校へ通ったり、バイトしたり、集中講義があったり…と昼間は何かと忙しいものです。でもそんな

夏は同時に、涼しい夜にたくさんのイベントがあるのです！ここでは、日本人として欠かせない

『お祭り』を紹介します。７月からいくつか大きなお祭りはありますが、テストがあるので８月以

降のものを調べてみました。

△総踊りの様子

開催日:  ８月26日（金）前夜祭

　　　　　　27日（土）開会式・本祭１日目

　　　　　　28日（日）本祭２日目・フィナーレ

会場： 

久屋大通公園を中心に25会場（愛知県・岐阜県内各地）

アクセス（メイン会場）：

久屋大通公園→地下鉄「久屋大通」「栄」「矢場町」各駅下車

お問い合わせ： にっぽんど真ん中祭り組織委員会　

　　　　　　　TEL 052-241-4333　FAX 052-241-4446

ウェブサイト： http://www.domatsuri.com/index_pc.html

☆感動を名古屋から発信したい！☆
にっぽんど真ん中祭り〔略称：どまつり〕（名古屋市）

　今年で７回目を迎える『どまつり』。北海道の『YOSAKOIソーラン祭り』に参加した名古屋の学生達が、そこで得た
踊ることの楽しさ・祭りへの熱狂や情熱・感動を名古屋へ伝えよう！ということで始まったものです。1999年２月
に実行委員が結成され、その年の８月に第１回どまつりが開催されました。年々参加者は増加し、今ではのべ140万
人以上の人々が参加する、名古屋を代表する一大イベントとなりました。

　どまつりの理念の一つに「世界の地域文化が集い、誰もが創る全員参
加型の祭りを目指す。」というものがあります。これは、従来のローカル
なお祭りから一歩進め、世界各国から地域文化を持ち寄り、人類共通の
“踊り”“音楽”を通して地域間相互に高めあっていこうという意味です。
全員参加型とは、様々な参加形態を通してどまつりに関わってもらい、
“観客”という存在をなくすということです。ここに市民の手で創られた
祭りとしての想いが現れています。フィナーレでは、会場が一体となっ
て“総踊り”が行われます。

♪観客動員数ゼロを目指せ!?

夏の生き物…う～ん…家の柱を這う蟻。彼らは何を目指して列を作っているのだろう…？そしてキンチョールを降りかけ
られる時の気持ちは…。（ハムハム）
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Me~dia 7　お祭りへ出かけよう！
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　いかがでしたか？少しでもお祭りに行ってみたいと思ってもらえれば幸いです。日本の熱い
“魂”を楽しんできて下さい。他にも「うちの近くにこんな祭りあるで～」という人がいました

ら、編集部(student-c@coop.nagoya-u.ac.jp)までお寄せ下さい。

　春日神社のすぐ前に、かき氷のおいしいお店があります。
他に自家製アイスクリームやみたらしもおすすめです。祭り
の熱気を冷ましてくれます。
　アクセス： 春日神社の北側
　営業時間： 10:00 ～ 17:00（売切れ次第終了）
　お問い合わせ： 0594-22-1455

☆日本一やかましいお祭り☆
石取祭〔いしどりまつり〕（三重県桑名市）

　天下の奇祭・石取祭は、独特のお囃
はや し

子と鉦
かね

と太鼓の音により『日本一やかましい祭』として知られています（友達と
行くと、やかましすぎてコミュニケーションが取れないため、仲が悪くなるらしい…）。約250年の伝統を持ち、昭和
56年には三重県の指定無形民俗文化財の指定を受けました。

♪桑名っ子の伝統
　石取祭の起源は江戸時代、桑名を治めていたお殿様が年一回春日神社で流
鏑
やぶさめ

馬をするので、馬場修理のために町の人々が近くを流れる町屋川から石を
集めてきたそうです。集めた石は提灯や鉦・太鼓をつけた小さな車で運ばれ
ていましたが、次第にその車は大きく、美しくなり、現代のような豪華なも
のへと発展していきました。１台造るのに何千万という費用がかかるそうで
す。祭車は、町の人にとって“情熱”なのです。この勇壮無比な祭を、一度体感
してみてはいかがですか？

文責：ハムハム

これが噂の宇治金時なり▽

△白酒屋

　豪華な祭車が見られるのは、年一回の祭りのときだけではありま
せん。春日神社の近くに年中祭車が展示してある資料館があります。
　アクセス： 春日神社より南へ徒歩約10分
　閉館日： 月曜日（祝日の場合は火・水曜）、祝日の翌日
　開館時間： 9:30 ～ 17:00（入館は16:30まで）
　お問い合わせ：0594-24-6085

▽

展
示
さ
れ
て
い
る
祭
車

△石取会館

 開催日： ８月６日（土）試楽  ７日（日）本楽

会場： 春日神社とその周辺

アクセス： JR関西本線・近鉄名古屋線名古屋駅より約25分

              桑名駅下車 徒歩約20分

お問い合わせ：

ウェブサイト：

http://kanko.city.kuwana.mie.jp/pickup/isidori/

桑名市物産観光案内所   0594-21-5416

春日神社  0594-22-1913

若人よ！姿は関係ない。自分として納得のいくように生き抜けばいいです。たったそれだけなのだよ…　…私？楽々生き
られそうな南国の鳥など良いですねえ…。（ひろひー）
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　夏といえば花火、という認識の下、花火大会は日本
列島各地で開催されています。そんな花火大会に赴く
とき、得ておくべき情報を御紹介します☆

　他に露店が出ているか、場所取りは可能か、といっ
たことも確認しておくと良いでしょう♪

開始時間と終了時間

　 天気・風向き

　

会場へのアクセス
　花火からの位置を確認して観る場所を決めましょ
う。打ち上げ場所に近過ぎれば首に負担がかかり、遠
過ぎれば音が聞こえず何だか物哀しい気持ちが残り
ます。少し見上げるぐらいの位置が良いのではないで
しょうか。観る場所が決まったらあとは待つだけで
す。時間も暑さも忘れて楽しみましょう。それから当
たり前のことですが、ゴミは自分で持ち帰りましょう
★間違っても帰りにコンビニのゴミ箱に軽やかに投
げ入れたりしては…名古屋市の分別方法に則って正
しく廃棄しましょう。

　

す

　開始時刻は席の確保に関わってくる訳ですが、
どちらかといえば重要なのは終了時間です。終了
時に即帰宅を試みた場合、混雑に巻き込まれるの
は必至なので帰宅時の戦略を予め立てておくと良
いでしょう。

　天気は言わずもがな、意外と重要なのが風向き
です。風下に居ると煙で花火が見えなくなるばか
りか自分までもが飛んでくる燃えかす等の餌食に
なる可能性があるので、風上で楽しみましょう。

　会場の周辺は駐車が困難な場合が多々あるので
あまりにも遠くでないならば車は避けましょう。
公共交通機関を利用する場合は帰りの切符を予め
購入しておくことをお勧めします。

Me~dia 7　FIREWORK す

夏の生き物？夏が盛りの生き物という意味なら人間もはいるのかな？とりあえず僕は夏が盛りの生き物です（ちょっとマ
ズい？）。（ゆーすけ）
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□ビニールシート…席取りに。厚手のモノがおススメです。
□虫除けスプレー…夏の必携品ですね。 
□双眼鏡…他の方とは違った大きさ・視点で花火を観察したい方に。
□うちわ…浴衣との相乗効果で夏らしさが３割増しです。
□飲み物（ペットボトル）…飲み物は勿論ですが､水を入れておけば手　
　も洗えたりして便利です。
□携帯電話…繋がらない場合があるので注意が必要です。
□雨具…天気は事前に確認しましょう。

7月18日（月・祝）

場所：名古屋港
電車：地下鉄名古屋港駅3番出口すぐ
駐車場：ナシ
★もしかしたら名大からも観られるかも？
ＩＢ館あたりが狙い目です。

8月6日（土）

場所：岐阜県長良河畔
電車：ＪＲ東海道線・高山本線岐阜駅より臨時バス
駐車場：アリ（約2000台）
★長良川両岸の堤防からの観賞がオススメ。

　花火大会の情報はウェブだけでなくTokai Walker（角川書店）などの雑誌にも掲載されてい
ますので御参照ください。愛知県内だけでもまだまだ沢山の花火大会が開催されます。是非一
度足を運んで、素敵な夜空の幻想を楽しんで下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：リト

東海的花火大会

必携道具

　8月21日（日）

場所：愛知県刈谷市刈谷総合運動公園
交通：JR東海道線・名鉄三河線刈谷駅より無料バス
駐車場：ナシ
★音楽と花火の共演をお楽しみ下さい。

8月6日（土）
☆
場所：愛知県岡崎市康生町乙川河畔、矢作川河畔
電車：名鉄名古屋本線東岡崎駅より北西へ徒歩10分
駐車場：ナシ
★絢爛豪華な仕掛花火が浴びるほど観られます。

Me~dia 7　FIREWORK す

くらげになりたいです。水の中で光を通してきらきらしているようなきれいな面だけではなく、人をさしたり増えすぎたり
といろんなことを言われている生き物だけど、何よりそのプラスチックが水に浮いているような生き物っぽさに欠けると
ころがよいです。（みっくす）
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夏祭り
　あなたの地域の夏祭りに行けば、お化け屋敷を催し
ているところも多いでしょう。お祭りだから、他の夏
の風物詩も楽しめますね！

大学祭
　今年の名大祭でも、お化け屋敷がありましたね。
　他大学の大学祭に行っても、お化けに遭えることで
しょう。

　日本で初めてお化け屋敷をつくったのは、江戸時代の瓢
ひょうせん

仙という医者で、天保元年(1830年）のことでした。
　しかし悪趣味すぎるとのことで、３ヶ月ほどで廃止になってしまいましたが…。
　その後、遊園地等でお化け屋敷がつくられ出したのは、昭和30～ 40年頃からです。
　今では、東京・大阪の多くのテーマパークでお化け屋敷が催されています。
　けっこう新しいエンターテイメントのようです。

お化け屋敷いろいろ
・超戦慄迷宮：富士急ハイランド
　２階建てで500ｍにもなる、世界一大きなお化け屋敷。
入ったら30分は出られません。
そう、恐怖が30分以上も続きます。

・東京ジョイポリス
　６種類ものお化け屋敷がある遊園地（ちなみにアトラ
クションは全部で23種類）。
　ただ、今は事故発生のため閉まっています。また再開し
たらどうぞ。

　夏である。祭では、人々が、お化け屋敷に群がる。人が、お化け屋敷という世界に入り込む。
　交じるか。遠くから眺めるか。あなたは選択を迫られる。

　　幹久：あ、ウソウソ、そんなことないよ？こんなの誰かがいったウソだよ？
これキヨ：ふ～ん…。でもさ、そもそも何でお化け屋敷なんて入ろうとおもうの？
　　幹久：？
これキヨ：だってさ、怖いモノをわざわざ見に行くなんて矛盾してるじゃん？
　　幹久：… 不腐婦膚鮒、違うのだよ。怖いモノをあえて楽しむ、そこがお化け屋敷の楽しみじゃない？
これきよ：わ、わかりました、先生！
　　作者：ところでアンタら誰？

Me~dia 7 　お化け屋敷

生き物か…。虫は基本的に無視したいです。だって蒸し蒸しと暑いのに虫が飛んでたりするとすごくイラつきませんか？
波間に漂う生き物なんか涼SEA感じがして良いですが、青い空を飛びまわる鳥もどうでSKY ？…ちょっと冷房が強すぎま
した。そうですねぇ、夏っぽいかどうかは微妙ですが鵺（ぬえ）になってみたいです。（だつ）
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愛・地球博のお化け屋敷

愛・地球博
　自然の叡智とはあまり関係ないですが、お化け屋敷が催されています。
　どうせ万博に行くなら他を見れば良い気もしますが…。

ナガシマスパーランド
　スチールドラゴン2000等が人気のテーマパークで、名古屋から行き　
やすいところです。名古屋駅から直通バスも出ているようです。

：名古屋→（ＪＲ・近鉄・約20分）
 →桑名→（直通バス・約20分）
 →長島温泉

恵那峡ワンダーランド
　自然豊かなテーマパークです。歩いて見てまわるタイプの洋風お化け
屋敷があります。

名古屋→（ＪＲ特急しなの・約40分）
　　　　　　　→恵那→（直通バス・約20分）

一口メモ～鳥肌が立つワケ～
　人間は、恐怖に出会うと体温が急激に上がりますが、
皮膚の表面の温度は急には上がりません。
　その温度差で、人間は寒さを感じてしまうそうです。
夏を涼しく過ごすにはぴったりですね。

いかがでしたか？
「面白そうだな」「行ってみてもいいかな」…な～んて思えてきませんか？
そしたら、この夏休みはお化け屋敷に行きましょう！スリリングな胸のときめき（と恐怖）は、
きっと忘れられない美しい夏の思い出になることでしょう。 文責:ひろひー

 今年の名大祭で催されたお化け屋敷
  Blood Pyramid

ナガシマスパーランドのお化け屋敷

恵那峡ワンダーランドのお化け屋敷

Me~dia ７　お化け屋敷

なってみたい夏の生き物はカブトムシ。カブトムシのように強く、たくましくなりたいなぁ。それに、カッコイイし…人気
もあるし…（りじゅ）
なりたい夏の生き物：暑いので、海に住む生き物とか…。（シュウセイ）

　さて、この夏、お化け屋敷に入るにはどこに行けば良いのでしょうか？
ここでいくつかのスポットを紹介しましょう。
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    ★☆★遙かなる星の流れに★☆★
　『星の瞬きは、核融合の光と大気の揺らめきという無機的な現象の産物に過ぎない』しかしながら、人はなぜそれにこれほど胸を
焦がすのだろうか……。まあ、この哲学的な命題の答えはさておくとして、夏という気候は梅雨明け以降は晴れの
日が続くため、絶好の星座観察シーズンと言える。特に、野外での連泊などという荒技はこの季節ならではだ。と
いうわけで、今夜はあなたをそんな幻想の世界へ招待しようと思う。

　 　

2005年7月の名古屋　21時頃の東の空の様子

　　　　　　240　　　　     255　　　　     270　　　　     285　　　　     300　　　　     315　　　　     330　　
東 南東

デネブ

ベガ

アルタイル

ラス・アルハゲ

夏の大三角

蛇遣い座

ヘラクレス座
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45
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Me~dia 7　遙かなる星の流れに

天の川

A triangle of summer hercules Ophiuchus

★

★

★

★

方
位

高さ

度

　さて、夏の星座の代表格は「夏
の大三角」であろう。小学生でも
知っている星座であるが、それが
どこに位置しているかはなかなか
分かりにくい。夏ならばおよそ1時
頃南中する。天の川を挟んで向き
合う彦星と織り姫、すなわちアル
タイルとベガ。それに天の川の中
に輝くデネブを加えると有名な三
角形が完成する。この時期は天の
川が濃く見えるので、他の季節に
比べて映えるらしい。いずれも白
色の光を放つが、特にベガは夏な
ら全天で最も明るい光を放つ。

樹。長野県の北、上信越国立公園で標高は約1000ｍ。清涼な空気と水。山奥の小さな沢のそばにひっそりとたたずみ、時折
訪れる登山客に声をかけては驚かし、名古屋の暑さを忘れくつろぎたいです。（のん）

　ギリシャ神話最大の英雄ヘラクレ
ス。彼もまた星座になっており、23
時頃になると真南に到着する。4等星
ばかりでなかなか見つけづらいのだ
が、横倒しになったH型という珍しい
形をしているのがヒントとなる。ま
た、北と南に北半球屈指の球状星団
M92や球状星団M13を従えているの
もポイントだ。ちなみに、我々太陽
系は秒速19キロメートルでヘラクレ
ス座に向かって進んでいる。

　最後に紹介するのは蛇遣い座であ
る。十三星座占いになった当初は人
口に膾

かいしゃ

炙した物だが、意外とその実
像は知られていない。形は将棋の駒
のような扁平な五角形である。頭に
該当するラス・アルハゲ星が二等星
と意外に明るいので目印になるだろ
う。天王星にとっての北極星（つま
りいつも真北を指す星）はこの星座
に含まれていることと、今月の蛇遣
い座は恋愛運がアップするらしいこ
とを豆知識として挙げておく。
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　夏と言えばかき氷！氷とシロップとかき氷器があれば、誰でも手軽に作れるのがいいですね。
ところで、かき氷のシロップとしてはイチゴ味やメロン味などのものが代表的ですが、ここでは
それ以外の自分で簡単に用意できるシロップを紹介してみたいと思います。市販のかき氷用シ
ロップは余ると処分に困ったりしますが、こちらはその心配もありません。一度試してみてはい
かがでしょうか？

　市販のカフェオレをかけます。好きな缶コーヒーを使うのも良いでしょう。
自分で煎れたコーヒーを使えばかなり本格的になるので、やってみると良いか
もしれません。

　割とすぐに思いつくのがこれ。清涼感があってなかなかお勧めです。また、
フルーツ味のカルピスを使ってみるのも面白そうです。カルピスの持つ80年
以上の歴史をかき氷に乗せて、おいしくお召し上がり下さい。

　砂糖を加えた抹茶をかけて、あずきを乗せます。お好みで砂糖の量を加減したり、
コンデンスミルクを加えたりすれば、自分だけの味を作り出すことができます。抹茶
アイスを少し溶かして乗せるのもOKです。

　はちみつをかけて、さらにレモンを絞った汁をかける！この甘酸っぱい味が
かき氷によく合います。その上健康にも良いのでいい感じですね。

～カルピス～

～はちみつレモン～

～カフェオレ～

～宇治金時～

夏の生き物…なんか夏オンリーしか生きれないと地球の四季が全部味わえず損してる気分になるので鳥系…かしら？海を
渡れる鳥がよいですね☆（むー）
熱帯魚になって人間と一緒に泳ぎたい。または水槽に入って観賞されたい。あとは…バナナの木？（ゆう）
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　ラッシーには決まったレシピがありません。作る人によって様々だ
からです。ここでは一例として、サイダーラッシー (コップ一杯分)の作
り方を紹介します。

　カラメルソースを作るのに少々手間がかかるかもしれませんが、
できあがったかき氷の味は本物です。少し上品で、その上どこか懐か
しい感じがするこの味わい、ぜひお試し下さい。

　ラッシーのことをご存じない方は、かなり損をしていると言えま
しょう。今年の名大祭で学生委員会が販売していた、インド生まれの
さわやかヨーグルトドリンクです。「ラッシーを飲んでから死ね」と
いうことわざがありそうで無かったりするのですが、これをかき氷
にかけて食べれば今年の夏は無病息災間違いなしかもしれません。

ラッシーの作り方

　さて、いくつか紹介してみましたが、これを読んでくれた人が「自分でも作ってみよう」とい
う気になってくれれば幸いです。そして、できればここに書いたものの他にも色々と試し、自分
にとっての最高のかき氷を探してみて下さい。
　夏の暑さを乗り切るために。だらだらした夏にしないために。幼い頃の夏の思い出を、手作り
かき氷に思いっきりぶつけましょう！

文責：コウ・ふーちょ

１．コップの３分の１程度のサイダーをおもむろに注ぐ。
２．はちみつをスプーン２杯程度入れてそこはかとなくかき混ぜる。
３．ヨーグルト（加糖）を流し込んで、適度にシェイクする。

～カラメルソース～

～ラッシー～

　作る人の想像力次第
で、様々な種類のラッ
シーを生み出すことがで
きます。お試しあれ！

　まず砂糖を火にかけます。溶けて茶色くなってきたら、少し熱湯を
加えて煮詰めます。箸でかき混ぜたりしないことと、水でなく熱湯を
使うことがポイントのようです。固まったりしてうまくいかないこと
も多いですが、かき氷に使うくらいの量ならどうにか作ることができ
ると思います。

カラメルソースの作り方

　カラメルソースには
色々な使い道がありま
す。下で紹介している
ラッシーに混ぜるのも
良いですね。

ウチの近所には田んぼが多いので蜻蛉がたくさん居ます。蜻蛉は爽やかな生き物です。パリっとしていて清清しいです。蜻
蛉になってみてもいいと思います。（ジュンヤ）
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vol.3

 最近暑くなってきましたが、みなさんバテていませんか？たまには、涼しい図書館で読書など

いかがでしょうか？７月の学読的活字中毒は拡大版になります。そこで紹介している本も参考に

してみてくださいね。

最近はこんな活動してます！（５月～６月）
最近の学読班は…

総代会にテーマブースを出しました

 ６月は、７月の学読的活字中毒についての話し合いをしています。
いつもは一度に２冊しか本を紹介しない学読的活字中毒ですが、７月
は拡大版！もっとたくさんの本を紹介します。メンバー全員がそれぞ
れのおすすめの本を他のメンバーの前で紹介して、興味があるのを回
し読みしています。その中から、最後に多くのメンバーの指示を受け
たものを店頭で紹介！さて、どんな本が選ばれたのでしょう…？

●総代会って？
　総代会とは、生協が総代や生協委員に対して１年間の活動内容を報告し、また今後１年間の活動方針を
確認する会です。名大生協では毎年５月に行われています。その一環として生活の活動などを詳しく紹介
するテーマブースが設けられました。
●学読班テーマブース
　学読班もテーマブースを出し、学読班の活動や書籍について冊子やポスターを使って紹介をしました。
テーマブースに来てくれた総代や生協委員の人のほとんどが、すでに読書マラソンにエントリーをして
いて、読書への関心の高さを感じました。

　夏休み中の営業時間および後期の教科書・参考書の取り扱い開始時期は、決定し次第名大生協のWeb
ページ（http://www.nucoop.jp/index.html）上でお知らせします。各自で確認をしてください。

書籍からのお知らせ

蚊に一度だけなりたいです。蚊って生きるために必死だと思うんです。その中で自分がどんだけ生きることが出来るか試し
てみたいです。あとは、どこまで血を吸えるかやってみたいですね～。（くみ）

　教科書としての注文がされていなかったり入荷数が少なかったりして、教科書・参考書として指定され
ている本が店頭にない場合があります。そのような場合は、書籍のカウンターで注文をしてください。その
際に、「何の授業で必要なのか」また「何人くらいが購入しそうか（何人が授業をとっているか）」などをお知
らせいただくと大変助かります。よろしくお願いします。
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読書好きな輩が送る今月の一作

◆６月の本◆

◆注目！７月の学読的活字中毒は拡大版！◆

 本を読もう読もうと思っているけど、どんなのがいいかわかんない…というあなた、もう
南部書籍「学読的活字中毒」は、見ていただけましたか？今回は、書籍で６月の本として紹介
した２冊です。

 この作品は、織田家の貧乏侍であった山内一豊が、織田信長、豊臣秀吉、
徳川家康の三時代を生き残り、土佐国二十万石の大名になるまでをえが
いた全四巻の物語です。しかし、この物語において真の主役は一豊の妻の
千代でしょう。陰ながらに夫を支え、時には誘導し、律儀さだけが取り柄
の一豊を土佐国の大名に仕立て上げた千代の才知にはただただ驚くばか
りです。この物語は、次の大河ドラマの原作にもなっていますので、興味
がある人には特にオススメします。

のおすすめ
『功名が辻（一）』 司馬遼太郎　著
文春文庫 価格：570円

 松下幸之助さんは松下電器産業の創始者です。全く何もないところか
ら松下電器を発展させたその経営力は「経営の神様」と言われているほど
です。これはそんな幸之助さんが地震の生い立ちを書かれた本です。経営
哲学の本によくある傲慢さが無く、語り口がとても優しく、こんなに親し
みが感じられる本はありません。
　経営に興味の無い人でも、一度は読んでみてください。もしかしたら、
今抱えている問題も解決するかもしれませんよ。

のおすすめ
『松下幸之助　夢を育てる－私の履歴書』 松下幸之助　著
日経ビジネス人文庫  価格：530円

　「前期は勉強やバイトに追われてあんまり本読めなかったなぁ」という人も、「本はけっこう読んでるから、最
近ネタ切れだなぁ…」という人も、７月の学読的活字中毒は必見です！７月は夏休み直前特別企画。その名も…

活字の海に溺れて
～学読的活字中毒拡大版～

　南部書籍にて、学読班メンバー選りすぐりの本を紹介します。店頭で紹介するのは６～７冊だけですが、それ
ぞれのメンバーがおすすめする本が載っている冊子も配布する予定です。いろんなジャンルの本が載っていま
すので、そちらも参考にしてみて下さい。

大きな羽を広げて、軽やかに空を舞うトンボになってみたいです。目の前で指をくるくるされたら目が回っちゃうのかも
気になるところ。トンボのメガネは何色メガネ～♪ちなみに「トンボ」の由来は「飛ぶ棒」らしいです。(すにょ )
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　多くの大学生協で取り組みが進んでいる読書マラソン。すでに名古屋大学でのエントリー者数は約200
人！でも、「読書マラソンってなに？」とか「名前は聞いたことあるけど…」という人もいるでしょう。今回
はそんな人のために読書マラソンについて特集します。「とっくにエントリーしてるよ」という人にも、
Bigなお知らせがありますよ。くれぐれもお見逃しなく！

～今月の特
集 ～

～今月の特
集 ～

大学４年間で本を100冊読もう！
　読書マラソンは、「大学４年間で本を100冊読もう！」を目標とした、大
学生協オリジナル企画です。名古屋大学だけでなく全国の多くの大学生
協で行われています。生協組合員であれば、もちろん教職員・院生のみな
さんの参加も大歓迎です。

あなたはエントリーしてますか？

参加方法はとってもカンタン

北部書籍・南部
書籍にある「エ
ントリーカー
ド」で参加エン
トリー。

１

スタンプが10個たまっ
たら、「書籍15％ OFF
券」を進呈！

好きな本を読
もう♪ただし
教科書・雑誌・
コミックは対
象外だよ。

２
本 を １ 冊 読
むごとにPOP
カードを１枚
書こう。

３

カウンターで
POPカ ードを
出して、スタン
プを押しても
らおう。

４

南部書籍
入口

レジ

北部書籍

レジ

↑北部購買

　どうですか？ほんとうにカンタンでしょう？本を読むのは苦手という人もぜひ気軽に参加してみてください。
　そして感動する本や面白い本に出会ったら、次のページで紹介するようなイベントにも参加してみませんか？

幼い頃に食したスイカバーなるアイスの何とも表現し難い味を覚えています。スイカ味と思しき赤色のアイスと種に扮し
たチョコレートが絶妙な交響曲を奏でていた気が致します。メロンバーなる姉妹品も存在するようなので、いつか食して
みたいと思います。(リト)
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文責：学生に読書をすすめる班（学読班）

　長～い夏休み、名古屋の蒸し暑さにぐてーっとしてないで、本を読んで感想を書いて賞品を

GETしちゃいましょう。コメント大賞に興味を持った人はぜひこの機会に読書マラソンにエント

リーしてくださいね。

　全国大学生協が朝日新聞社と共催して、読書マラソンのコメントコンテスト「全国読書マラソンコメント大賞」
を実施しています。

『全国読書マラソンコメント大賞』

『名古屋大学・読書マラソンコメント大賞』を開催♪

　全国で開催されるコメント大賞の時期に合わせて、名大生協でも「読書マラソンコメント大賞」を実施します。どしど応募
してください！　なお、全国のコメント大賞に応募したコメントは自動的に名大のコメント大賞の審査対象になります。

コメント書いて賞品もらっちゃおう♪

　どちらのコメント大賞についても、詳しくは書籍に貼ってあるポスターや応募用紙、配布するチラシをご覧く
ださい。みなさんのたくさんのご応募お待ちしています。

★金メダル  図書カード3万円分　・・・ 1名 
★銀メダル 図書カード2万円分　・・・ 2名 
★銅メダル 図書カード1万円分　・・・ 3名 
☆ナイスランナー賞 図書カード1千円分　・・・ 100名 

　　　　応募用紙に必要事項をご記入の上、生協書籍に持って
　　　来ていただくか、または50円切手を貼って郵送してく
ださい。 コメント記入欄は、記入済みの読書マラソンコメント
カードをコピーして貼っても構いません。 

2005年6月1日（水）
　　　～ 2005年10月15日（土）

応募
方法

コレが応募用紙

主催：全国大学生活協同組合連合会　　協力：朝日新聞社

　　　　　2005年11月中旬に選考委
　　　　　員会で審査を行い、朝日新聞
紙上を通じて賞の発表を行います。

主催：名古屋大学消費生活協同組合　　後援：名古屋大学　　協力：岩波書店・講談社・新潮社

　応募用紙に必要事項を記入の上、北部書籍または南部書籍に
お持ち下さい。コメント記入欄は、記入済みの読書マラソンコメ
ントカードをコピーして貼っても構いません。 

2005年6月24日（金）～ 2005年10月15日（土） 
締切日までに店舗で受け付けたものを有効とします。 

応募方法

　2005年11月中旬に名大生協選考委員会で審査を行い賞を決
定します。生協店舗にて賞の発表を行い、入賞者への通知と賞
品の授与を行います。

応募期間

応募
期間
締切日までに店舗で受け付けたもの、または
当日までの消印があるものを有効とします。 

選考と
発表

選考と発表

応募者全員に賞品が当たる！

　「名大図書館長賞（最優秀コメント賞）」「世界アインシュ
タイン賞（理系専門書賞）」「戦後60年名大平和憲章特別賞
（文系専門書賞）」など、ユニークな賞をたくさんご用意し
ています☆そして、参加者全員に参加賞もプレゼント！応
募用紙１枚につき「書籍15％ OFF利用券」を１枚（１冊分）
進呈します。

主旨とは違うけど、冬にこたつに入って食べるアイスがとってもイイ。豪華な気分になれるから。そこでトルコ風アイスを
食べると、さらにイイ。ぜひ半年後にやってくださいな。（ふーちょ）
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ショッカータイムス
第３1回

第一章　特集ページ

お好み焼きのルーツについては、はっきりとした
証拠はありませんが、江戸時代の中頃に登場し
た「麩

ふ

の焼き」が、最初ではないかと言われてい
ます。
「麩の焼き」は幕末の動乱とともに消え、代わって明治
時代には、屋台や駄菓子屋の店頭で「洋食焼き」が売られ
るようになりました。「洋食焼き」の中に、屋台で主に売
られていた「どんどん焼き」というものがあります。お好
み焼きは、生地の硬さの面から、この「どんどん焼き」に
かなり近いと言えそうです。
昭和に入るとお好み焼き専門店も生まれ、それに伴っ
て、専用ソースの開発・販売が始まり、また、マヨネーズ
も使われ始めました。大衆に広く好まれるようになった
のは、関東大震災以後のことで、「お好み焼き」という名
前もこの頃についたと言われています。
戦後、肉は貴重品だったので、キャベツなどの野菜、イ
カなどの海産物を混ぜて焼くことが多くなり、今のお好
み焼きのスタイルに近づいてきたようです。 

思い出に残っているのは、「Solero Shots」という直径数ミリのつぶつぶアイスです。こういう種類のものをディッピン・ドッ
ツと呼ぶそうな。冷涼感であれに勝るアイスは無いと思います。（コウ）

関西風のお好み焼きは具と生地を混ぜ合わせて
から焼くのに対し、広島風のお好み焼きは薄い
クレープ状の生地をまず焼いてから、上に具を

のせて層を作っていく「重ね焼き」が特徴です。
広島風のお好み焼きには、たいてい焼きそばが入って
います。ただし、必ずしも入っているわけではなく、焼き
そば入りのお好み焼きのことを、特にモダン焼きと呼ん
で区別することもあるようです。

広島でも明治時代、「一銭洋食」と呼ばれる食べ物
が駄菓子屋の店頭で売られていました。一銭
洋食とは、水でゆるめに溶いた生地を丸く焼

き、粉かつお、ネギ、とろろ昆布をのせて半分に折り、ウ
スターソースをかけたものです。現在の広島焼きの生地
の薄さと似通っていることから、一銭洋食が広島焼きの
ベースとなっていると考えられます。
広島焼きの生地が薄くキャベツが多いのは、終戦直
後、日本で穀物が不足した時代、小麦粉が少なかった
ので、代わりに畑のキャベツをふんだんに入れて、ボ
リュームを出したためのようです。
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23『あいすまんじゅう』ってご存じですか？全国区かなぁ…？バニラアイスの中にあんこがどっさり入っています。食べてい
るときの気分は…ミルクプリン。年に数回無性に食べたくなることがあります。（ハムハム）

ショッカーでは、第46回名大祭期間中の6月3日(金)
～ 5日(日)、第二グリーンベルト付近で、焼きそばと広
島風お好み焼きを販売しました。

抜群の立地と天候、班員のがんばり、お客様のお
かげでお好み焼きは大変好評で、無事完売するこ
とができました。様々な困難がありましたが、班員
も充実した３日間を送ることができました。
食べてくださったみなさん、本当にありがとう

ございました！

小麦粉は、タンパク質の含有量の少ない順に、薄力粉、
中力粉、強力粉に分けることができます。タンパク質が
多いと、こねた時にもっちりのびる傾向があります。普
段の料理では、薄力粉を使いますが、うどんは中力粉、パ
ンは強力粉を使います。お好み焼きでは薄力粉です。

豚バラ肉は少々値が張りますが、切り落としなどの他
の肉よりも、焼いた時によく油がでて、おいしいので、お
好み焼きに入れる肉として最適です。

おたふくソースは広島風お好み焼きにかかせない一
品で、広島圏を中心に、広く全国に流通しています。お
好み焼きだけではなく、焼きそばの味付けにも使われま
す。一方、関西風お好み焼きには、いかりソースが主に使
われてます。

お好み焼きの甘さと食感を支えているのがキャベツ
です。キャベツは多くの品種が作られ、一年中手に入れ
ることができます。おいしいキャベツのポイントは、次
の３点です： ①どっしりしている。 ②外の葉が緑色。　
③切り口がきれいで10円玉くらいの大きさ。

上の表は、成人男性が１日に必要とする栄養量のう
ち、関西風お好み焼き一食分でとれる栄養量の割合を表
しています。
お好み焼きは、ビタミンが多くとれ、全体的にバラン
スのとれた料理ですね。
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生地

　 小麦粉 100g（１カップ）
　 だし汁 180cc
 みりん 5cc
 塩 2g

第二章　 料理魂

＊このレシピでは、フライパンとホットプレートを使っています。

　もちろんフライパン1枚で、工夫して作っても構いません。

１． 小麦粉、だし汁、みりん、塩を混ぜ合わせ、冷蔵庫で寝かせる。
　　麺をフライパンに広げ、ソースをかけて焼きそばを作っておく。
２． ホットプレートにサラダ油をひき、生地を丸くのばす。
 キャベツ、もやしの順にのせ、塩、こしょうをふり、天かすをのせる。
 さらに、豚バラ肉をのせ、生地を少量かける。
３． ひっくり返し、形を整え、しっかり焼く。
４． 作っておいた焼きそばをフライパンにのせ、形を整える。
 その上に３．のお好み焼きをのせて、軽く押さえる。
５． ホットプレートに卵を割り、のばす。半熟状態になったら、４．のお好み焼きをのせる。
６． ５．を裏返し、卵の上にソースを塗る。
７． 皿にあげて、できあがり。お好みで、かつお節やマヨネーズを。

かき氷より、牛乳系のアイスの方が好きです。（ひろひー）
そうですね、うーん、僕は小学生の頃冬につららをなめるのが好きでしたね。っていうか僕はかなりひねくれた人間みた
いです。素直にたまごアイスが好きですとか言えばいいのにね。（ゆーすけ）

具材

 キャベツ 500g
    　（ 粗めの千切り）
 もやし 60g
 豚バラ肉 150g
 ネギ  適量
 卵 5個
 麺 2玉
 塩 少々
 こしょう　　　　少々

その他

 おたふくソース 適量
 天かす 適量
 かつお節 適量
 マヨネーズ 適量
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今回は、名大祭のお好み焼き屋出店にあわせて、お好み焼きを特集しました。手軽に作れて、おいしくボリュームも
あるお好み焼き、これで夏を乗り切ってください。関西風と広島風を食べ比べて、文化の違いを感じるのもいいです
ね。みなさんはどっちがお好みでしょうか？ 
 文責　ショッカー

１．  ボウルに、卵、小麦粉、長いものすり下ろし、水を加えて混ぜる。 

 生地にしっかり粘りが出るまで混ぜる。    

 キャベツ、ねぎ、乾燥えびを加えて混ぜ合わせる。    

２． フライパンをしっかり温めて、大さじ1のサラダ油を入れ、豚肉を並べる。    

 豚肉の上に生地を乗せ、ふたをして、中火で5分ほど炒める。    

 しばらくして、豚肉の油が出てきたら、クッキングペーパーなどでふき取る。    

 しっかり焦げ目が付いたら、ひっくり返し、反対側も焼く。

 竹串を刺して、何も付いてこなかったら、皿にあげる。    

３． 皿にあげたら、ソースをたっぷり塗る。    

 かつお節、マヨネーズをお好みで振り掛け、ヘラなどで、切り分けたら出来上がり！    

ガリガリ君が世界最強だと思います。なぜなら、小銭を握りしめ毎日駄菓子屋に通った麗しき少年時代が思い起こされる
からです。ちなみにヨーグルト味が最近出たらしいです。（ひでっちょ）

広島風お好み焼き 関西風お好み焼き

生地

　 小麦粉 100g
 卵 2個
 長いも 200g
 水 1/4カップ

具材

 豚バラ肉 100g
 キャベツ 200g
 ねぎ 100g
 乾燥えび 15g
 

調味料

 サラダ油 大さじ2
 ソース 適量
 マヨネーズ 適量
 かつお節 適量
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(35歳)
さいきょうたろう 　タヌローが変身した姿。学生総合共済への理解を深めてもらおうとMe~diaの

紙面に乗り込む。某魔法少女のパパに似ているのは気のせいである。

→
学
生
総
合
共
済
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
の
タ
ヌ
ロ
ー
で
す
。智
恵
の
象
徴
で
あ
る
フ
ク
ロ
ウ
…
ら
し
い
で
す
。彼
を
見
か
け
た
ら「
共
済
だ
！
」と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

文責：斉京太郎（共済班）

ラ
ク
ガ
キ
す
る
な

である。 

　学生総合共済の理念は
「全国の大学生がお金と気持ちを出し合って、

肉体的・精神的に苦しんでいる学生をサポートすること」

第１講 ～学生総合共済の理念を知る～

課題→Me~diaアンケートに講義への感想・質問などを書いて提出すること
次回講義→10月中旬　　講義内容→質問に対する回答・保障内容について

　もしあなたの友人がケガや病気など
で長期間授業を休んだ時、励ましの言
葉をかけたりノートを貸したりといっ
たことをごく自然にするのではないで
しょうか。共済の理念はそういった気持
ちに近いものがあります。ただその対象
となるのが、日本のどこかの大学生、と
いう見知らぬ誰かではありますが。しか
し全国規模だからこそ実現可能なこと
もあるわけです。

　例えば、金銭的悩みを抱える友人のた
めに、高額の治療費をカンパしようと
思っても、現実的には厳しいと思いま
す。気持ちだけではどうしようもない
時・事態もあるかもしれません。しかし
共済は全国の学生からお金を募ってい
ますし、営利を目的とする制度ではあり
ませんので、少ない掛金で大きな保障が
得られるわけです（このことについては
次回以降に詳しく）。

　つまりお金という形ではありますが、
助け合いの気持ちを具現化したものが
共済なのです。現金な話で申し訳ないの
ですが、やはり高額の治療費等を保障さ
れているというのは大きな安心に繋が
ります。みなさんが何を思い共済に加入
したのかは人それぞれでしょうが、共済
の運営側から見た場合、このような想い
があるわけです。このことをよく憶えて
おいてください。

全国規模の助け合いの気持ち 全国規模だからできること “気持ち”を集めて“制度”へ

ヨーグルト系のアイスは結構好きです。だけど、もっと好きなのはラムレーズンのアイス。昔、初めてラムレーズンアイス
を食べたときの感動が忘れられません。ちなみに、家にはラム酒が常備してあって、バニラアイスにかけたりします。（みっ
くす）
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5月後半5月後半~6月前半の活動報告月前半の活動報告

生活班でいこう!!生活班でいこう!!

総代会テーマブース総代会テーマブース 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

★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★

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

連絡先連絡先

　

Me~dia 7　生活班でいこう !!

「おまえアイス食べる？」「ア、イイっスねぇ」「そのギャグはアイスを冷やそうと思って言ってるのか…」「え、なんですっ
て？」「もういいよ。で、どれ食う？」「う～ん、チョコっと考えます…よし、決マッチャったぞ！」「チョコと抹茶か…」「え、何
でわかるんですか？！」（だつ）

27
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今回の当選者は唯一の全問正解者
さんです。

おめでとうございます。

（敬称略）

◆正解者◆ I

⑤

Me~dia 7　頭翔智閃

28

　　　　　　　　　　　

④　Ｊ，Ｙ，Ｋ，Ａ，Ｎ，Ｈ，Ｋ，Ｍ，Ｓ，Ａ＆Ｍ，Ｅ，Ｍ，Ｔ，Ｓ，Ｈ

③　１，２，６，３０，2 １０，２３１０，…

②　６，８，１０，１４，１５，２１，２2，…

①　S , M , V , E , M , J , S , U , N , P
　これは太陽系の恒星・惑星の配列を現しています。左からSun、Mercury、Venus、
Earth、Mars、Jupiter、Saturn、Uranus、Neptune、Plutoで、それぞれの頭文字を
並べてみました。セーラームーンを見ていた人は解きやすかったのでは？

　約数が「１」とその数字以外に２つある数の列です。６の場合、約数は「１・２・３・
６」、８は「１・２・４・８」、１０は「１・２・５・１０」問題となった２2は「１・２・１1・２
2」です。

　例題はヒントになりましたか？③は素数を順番にかけあわせた数列です。1=1、
2=1×2、6=1×2×3、30=1×2×3×5、210=1×2×3×5×7、2310=1×2×3×
5×7×11という感じになっています。

　日本史のそれぞれの時代のローマ字読みでの頭文字を並べました。左から順に「縄
文・弥生・古墳・飛鳥・奈良・平安・鎌倉・室町・戦国・安土桃山・江戸・明治・大正・昭和・平
成」です。

H
Ｋ

Ｋ

Ｋ
Ｋ

B
J

N

R
Ｋ

　　　　　　　　　　　
工

文 経
教 法

工

理
農 工

医

最後の問題は名古屋大学の
地図でした。地図の右側、農学
部よりもさらに奥にあるのは
工学部の６号館です。枠外のＩ
は医学部となります。学生の３
分の１が工学生というだっけ
あって、工学部のエリアも広い
ですね。

情

数列パズルはどうでしたか？どう
やら問題が難しかったらしく、「わか
んない」「未記入」のひと続出、全問正
解者1人という記録を作ってしまい
ました。ちなみに私も3問しか解け
ませんでした…。
正解は右のように

です。次からは皆さんの脳をほどよ
くマッサージできる問題を作るため
努力します。といいつつ、このコー
ナーは次回を持って最終回となる予
定だったりします。というわけで、次
ページのお知らせに注目!!

全問正解　中部八丁味噌連合
４問正解　青眼の百龍　
　　　　　変人総研所長没一
　　　　　COURS
　　　　　D･M

好きなアイスはバニラアイス。くせもないし、牛乳好きの自分にとっては最高です。それに、少年時代から親しんでいる味
なので、愛着を感じています。（りじゅ）
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文責：のん

Me~dia 7　頭翔智閃

29

～最終回（第10話）～

2004年Me~dia4から始まった頭翔智閃もついにこの時を迎えてしまいました。今までみなさんの頭をほどよ
くマッサージするために数々のパズルを作成してきましたが、次回は最終回特集ということでみなさんからリ
クエストをしてもらいたいと思います。

それでは、お待ちしています。

　　こんなパズルを解きたい!!こんなパズルを作らせてみたい!!もう一度あのパズルを作って!!等々ありました
　　らリクエストをお寄せください。　

①少し古びた建物です。

②アヒルがいる場所は??

③お昼にこの近くを通る人も
多いと思います。

④ぜひ直接アンケートを
持ってきて下さい。

⑤夜、お酒を販売しています。

次の①から⑤の写真はいずれも名大東山キャンパスのどこかです。それ
ぞれの施設（場所）の名前を答えて下さい。答えはアンケートに記入をお願
いします。いつも通り、全問正解者の中から１名に図書券1,000円分をプレ
ゼントします。

　
　名大を見知った皆さ
んには簡単かもしれま
せんね。

１　　２　　３　　４　　５

苺アイスが好きです。特に甘いのが好きです♪（シュウセイ）
panappです。ふたを開けるたびにどんな模様が出てくるかが楽しみ。あとは雪見大福かなぁ。基本的にはアイスはバニラ味
派です。（のん）
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Me~dia7　Me～dia 伝言板

Ｍe～dia伝言板

観葉植物（ポトス）

よく見るテレビ番組

30

義経は毎週見てます。

弁慶は最後はサンバを

踊って死ぬんだ！！間違

いない！ （中部八丁味噌連合）

「世界一受けたい授

業」と「平成教育委員会」

をよく見ます。理由は雑

学を増やしたいから。で

もおもしろくて、雑学のためとは

別にみてます。 （COURS）

エンタの神様をよ

くみます。昔はお笑い

に興味はなかったの

に、お笑いブームに見

事乗ってしまいまし

た。だいたひかるとヒ

ロシが好きです。 （F・F）

「笑点」（日本テレビ

系）。毎週、放送回数を確

認するほどのファンで

す。良く聴くラジオ番組

ならもっと多く挙げられますけど。 

 （没一）

私の日曜日は、朝７時か

らの「所さんの目がテン」

に始まり、「笑点」に終わります。あ

と、プロ野球中継も観ます。今年から

始まった交流戦のおかげで私の愛す

るロッテの試合が中継されるので嬉

しかったりします。 （Pal）

よく見る番組。

・義経・行列のでき

る法律相談所・平成教

育予備校・遊戯王ＧＸ 

 （青眼の白龍）

 　

毎年感じていた暑さも喉もと過ぎれば過去のもの。そして今年もまた、新
鮮な暑さがあなたのもとへ。Me ～ dia伝言板もあなたのもとへ！Me ～
dia伝言板の投稿は編集部のもとへ！！お願いします…。

アイスは抹茶がよい。甘すぎないのがいいですね。今ちょうど生協でも九州のアイスが売ってて、抹茶モナカがあって嬉し
いです。（にゃっこ）
白くまです。九州沖縄フェアーのときによく出ているやつです。小豆とフルーツというちょっとみなれない組み合わせがよし。（むー）
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Me~dia 7　Me～dia 伝言板

　●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。

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

10月号の投稿テーマ

 

10月号以降に掲載を予定しているテーマ
○暇なときにすること

○生協の購買にあるおすすめ品

○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

31

れっつ万博 

今一番ほしいもの

単位・時間といった大学生の必需
品（？）でも、ビンテージものなどの
こだわりのものでもなんでもOK!

グローバルコモンよ

り、企業パビリオンよ

り、何よりも私が楽しみ

にしているのは長さ40cmのソフト

クリーム！！笑）友達の目撃情報に

よると、グローバルコモン１のエリ

アで売られていたとか…。これは買

い必至です！ （myu）

万博といえば行列。夏に外という
ことで、帽子や日傘もお忘れなく。
そして、こまめな水分補給も。暑い
ときは思ったよりも体力が落ちる
ものです。日射病や熱射病になって
入院なんてことになったら、共済は
おりるかも知れませんが、せっかく
の思い出が台無しです。暑くても、
お化け屋敷のようなすっとするも
のにはいると少しは涼しくなるか
も？それでも、暑い中並ぶのがイ
ヤ、という人は夜間用チケットで空
にきらめく星を観つつ回るとか、
いっそのこと、万博より並ばないか
もしれないお祭りに行って冷たい
かき氷を食べてみるのもありかも
しれません。運が良かったら、花火
もやっているかもしれませんよ。

夏の万博

夏休みの友について
愛知県等で使用されている、夏休

みの宿題冊子「夏休みの友」につい
て。思い出を教えてください。

Me～ dia伝言板
  取扱説明書～番外編～
10月以降に掲載を予定してい

るテーマというのは、投稿がきた

ら（集まったら）載せていただく

ものです。そんなわけで、書きや

すいものからばしばし書いても

らってよいです。というより、最

近投稿不足なので、書いていただ

けると嬉しいです。担当者はアン

ケートにMe ～ dia伝言板への投

稿があると激しく喜んでます。ご

協力ありがとうございます！！

自由ってこわいですね。

 （賂鬼郎）

シューチョコアイスが好きです。昨年は毎日３食食べていました。最近はハーゲンダッツのカスタードプリン味が感動するほどおいしく
感じます。チャイとエスプレッソ味もオススメ☆スジャータソフトクリームでは、ブルーベリーヨーグルトとピーナッツがオススメで
す。ピーナッツは予想以上にさわやかでメリハリのある味がします。アイスは好きなので語り始めるとキリがないです(>_<)★（ゆう）
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Me~dia 7　ゆうべのひとこえ

○生協の学食はすごくおいしいです。
　　　　　　　　　　　　　　　（クマクマ）
○食堂でパフェを売ってほしい。 （みっきー）

○ゴーヤチャンプルとかも出るんですか？
ポークが好きなので。      （中部八丁味噌連合）
○忘れた頃に生協出資金が返ってきて嬉し
かったです。　　　　　　　　　　　　（F・F）
○プリぺイドカード使いにくいです。　（Pal）

　昔、読んだ気がしないのでもないのです
が、きちんと読んだのは初めてかも知れませ
ん。　　　　                       （中部八丁味噌連合）
→戦後60年を迎えて、平和を考える良い機会
ですね。　　　　　　　　               （編集部）

　今読んでも新しい内容ですね。日本もまた
いつか戦争する国になってしまいそうで不安
です。　　　　　　　                                  （F・F）
→憲法改正の動きが気になります。  （編集部）

　「kurukuru環境班」って面白いですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　    （D・M）
→前身のリサイクル班では班員の間で
「kurukuru」という言葉を使っていましたが、
環境班になったということで、読者の皆様に
公開しました。　　　　　　　　　（環境班）

　九州・沖縄フェアが来ると、いよいよ夏到

来だという感じがしますね。　  （はせじゅん）
→秋～冬には北海道フェアが待っています。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　（むー）

　今月は大学に来る機会が少なくて、生協を
あまり利用できませんでした。来月に期待。
　　　　　　　　　　　　　　　   （COURS）
→今月も、グッドなフェアが満載です。（むー）

　卒業してから行っていない食堂が懐かしく
なりました。今は、お昼ご飯が毎日お弁当なの
で。また機会があれば行ってみたいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （F・F）
→卒業生の方も時間があるとき是非来てくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　（むー）

　九州・沖縄フェア楽しみです。ソーキそば食
べよっと♪　　　　　　　　　　　　（myu）
→いかがでしたか？北部では夜も提供してい
たみたいですね。  　　　　　　　　　（むー）

　名大に来て早くも6年目、毎年九州沖縄フェ
アの鶏天が楽しみで…もう今年で食べ納めか
なぁ。と思い自分で作ってみました。おいしく
できました。　　　　　　　　　　　　（Pal）
→いいですね！今度レシピを編集部まで…　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（むー）

　文化交流班の人に質問。マウンテンってき
くと、変わったメニュー、量が多いというイ
メージですが、普通のはあったんですか？　
　　　　　　　　　　　　　　　   （COURS）
→普通においしいものもたくさんあります。
500円ワンコインのメニューはオススメ。で
も変わったメニューもぜひ一度は挑戦してみ
て下さい。        　　　　　　　　　 （文交班）

　班員以外の人も気軽に参加できるような催
しがあると良いなぁと思います。このレイア
ウト結構好きです♪　　　　　　　　 （F・F）
→そうですね。色んな活動を模索していきま
す。このレイアウトは自分でいうのもなんで
すが結構気に入ってます☆　　　　　（のん）

　愛♪Me～dia博ってどこにあるんですか？
　　　　　　　　　　　　　　　（クマクマ）
→Me～ dia6の中にのみ存在する幻のテーマ
パークです。　　　　　　　　　　　（のん）

　組合員の、組合員による、組合員のための
Me～ dia　　　　　　　　　　　　　（K・Y）
→That's right.　　　　　　　　　　   （のん）

　1年に1 ～ 2回でも。他大学（特に旧7帝大）
の生協（現場と活動状況）を視察して来られた
ら如何ですか？そして、日本中の大学から見
学に来る日本一の大学生協になっていただき
たい。目標にして進んで達成してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （K・Y）
→現時点では、中京大学豊田キャンパスの食
堂見学を予定しています。また今年度は理系
地区の改修があるので、実際に肌で感じて頂
けるような変化があると思います。少しずつ
理想の生協に近づいていくステップとして、
またご意見ご感想をお寄せください。学生委
員会も日本一を目指します。　　　　（足立）

　模擬店では、「Me ～ dia6よみました！」と
是非言いたいです。　　　　　　　　　（M）
→言って頂けたでしょうか？模擬店は予想を
上回る盛況ぶりでした。これも“生協”学生委
員会だからこそ成せるわざなのでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（足立）

　模擬店で「Me ～ dia6読みました」って言
うのを忘れてました（笑）。タピオカ入りミル
クティー美味しかったです。　　　　　（F・F）
→ありがとうございます！当店のタピオカ入
りミルクティーは、受注から商品出しまでが
ずば抜けて早かったらしく、一部の間で話題
になっていたとかいないとか。おそらく6秒
で1杯出してました。分業って偉大です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（足立）

ボクは雪見だいふくが好きです。あの皮がなかなかいい食感を出しています。容器に2個しか入っていないのですぐ食べ終
わってしまう所がニクいです。まさに革命的なアイスです。考案した人は天才だと思います。（ジュンヤ）
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Me~dia7　ゆうべのひとこえ

　イチゴ狩り行くヒマありませんでした。Ｔ
Ｖ「汚れた舌」でイチゴを食べまくっている牧
瀬里穂がうらやましいですゥ。
                                                     （うえすぎようこ）
→私も「汚れた舌」見てます。イチゴを食べる
シーンは印象的ですね。でもあれを見てても
食べたいとは… 。                  　（ショッカー）

　昨年イチゴ狩りに行く計画があったんです
が、気温が高くて5月中旬ではもうイチゴ狩り
できませんって言われた(泣)　　　 （COURS）
→去年気温高かったですかねぇ？でも予定し
てたのに行けなかったのは残念ですね。　　
　　　　　　                            （ショッカー）

　私も学生時に、イチゴ狩りはよく行きまし
た。　　　　　　　　　　                     （K・Y）
→イチゴ好きなんですか？私は食生活班で初
めて行ったのですが、また行ってみたいと思
います。　　　                           （ショッカー）

→ペンネームの由来私も面白く読ませていた
だきました。みなさんちゃんと考えられてつ
けられているのだなぁと思います。ちなみに、
私のペンネームの由来は…。　　（みっくす）

　ペンネームの由来が面白かったです。  （Ｍ）

→ありがとうございます。コメント書きには
とてもうれしい感想です。これからももっと
精進して、楽しく読んでいただけるようなコ
メントをかけるようにしたいと思います。　
　　　　　　　　　　　　　　　（みっくす）

　伝言板の投稿欄もだけど、それに対するコ
メントがスキ☆　　　　　　　　　　（myu）

　テーマがすごくいい　　　　　（クマクマ）
→良いテーマを考えてくださる投稿者に感謝
します☆　　　　　　　　　　　（みっくす）

　私も相当本を買いましたが、これ以上は家
に置く場所が無くなり、図書館活用に転向し
ました。　　　　　　　　　　　　　　（K.Y）
→本の整理って悩みどころですよね。教科書
だけでたくさんあるのに、趣味の本とかもあ
ると、ほんとどうしようかって思います。読書
家たちの本の整頓術というのも聞いてみたい
です。　　　　　　　　　　         （みっくす）

　悔しいです。分かりませんでした...
　　　　　　　　　　　　　　（はせじゅん）
→僕も悔しいです。出題者は解いてもらうた
めに問題を作らなくてはいけません。もう少
し工夫すべきでした。　　　　　（ゆーすけ）

　飛行機が飛ぶ理屈は分かるんですが、納得
出来ません。　　　　　（中部八丁味噌連合）
→私は飛行機の飛ぶ理屈さえ分かりません。
だから、納得できなくても理解できるだけで
も十分だと思います。　　　　　　（りじゅ）

　知っているつもりで意外に知らないことが
いっぱい分かりました。　　　　　　　（M）
→そのように言ってくれてありがとうござい
ます。こちらとしても記事を書いたかいがあ
りました。　　　　　　　　　　　（りじゅ）

　名鉄特急「ミュースカイ」初乗りのついで
に行ったことがあります。搭乗ゲートを通る
のはいつになるのやら… 。　　　　   （没一）
→搭乗ゲートを通るのはいつになるのでしょ
うかね。20年後なのか、はたまた50年後なの
か・・・  　　　　　　　　　　　　  （りじゅ）

　歴史を感じました。いろいろあったんです
ね。レイアウトも上手で、読んでいて楽しかっ
たです。  　　　　　　　　　　（はせじゅん）
→レイアウトは自信作なのでそう言って頂け
るととてもうれしいです♪　　　　　（のん）

　Me ～ diaが20年発刊されていることに驚
きました。表紙の移り変わりもおもしろかっ
たです。　　　　　　　　　　　　 （M）
→今月号からデザインを一新しました。今ま
でのものと見比べてみて楽しんで下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のん）

　全バックナンバーのWeb掲載を待ってまし
た。森博嗣先生のインタビュー記事が読みた
いです。　　　　　　　　　　　　　（没一）
→もう少し先になるかもしれませんが必ず実
現させます。　　　　　　　　　　　（のん）

　一度「らいふすてーじ」も読んでみたいで
す。でも表紙はMe～ diaの方が上ですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　    （D・M）
→ありがとうございます☆ライフステージの
バックナンバーは京大生協学生委員会のペー
ジから見れると思いますよ。　　　　（のん）

　ちょっと時期がずれてる気がしますが、お
いしいイチゴの食べ方などが必見でした。(M)
  →確かに！ほんとに時季はずれの話題で・・・
ごめんなさい！！                     （ショッカー）

　難しかったです。特に問2 　　　　　    （M）
→あの問題は編集部でもちょっと議論になり
ました。結局あのままで通ったんですが。
　　　　　　　　　　　　　　　（ゆーすけ）
　
　難しい…学力が低下しているみたいです。
頭使わなくちゃ…。　　　　　　　　　（F・F）
→是非次は頑張って下さい。僕の新作はおそ
らく次かまたその次に載ります。  （ゆーすけ）

　文学部の私に化学は分かりません。（泣）し
かし社会も分かりませんでした。ショックで
す。（難しすぎ）　　　　　　　　　　  （myu）
→あの社会の問題はのんさんのアイディアで
作ったやつです。僕はすごく気に入ってます。
　　　　　　　　　　　　　　　（ゆーすけ）

　一問でも解けないと、とたんに私はヤル気
がなくなってしまういけないことではある
が。　　　　　　　　　　　　　　（賂鬼郎）
→テストのときも常に満点を狙ってるんで
しょうか？カッコいいですね。　（ゆーすけ）

「爽」が好きです。爽やかな感じがするから。昔は、そこにあるコードを書くと着メロをゲットできたので、もっと好きでし
た。最近はもうやらないのかなぁ…。（くみ）

　学読的活字中毒のコーナーは嬉しいです。
ただ、紹介の仕方を第3者から見た感想紹介に
するよりも、本のオビにあるような臨場感の
ある紹介にしてくれた方が私は読む気になり
ます。生意気でスミマセン。　　　　    （myu）
→ご意見ありがとうございます。多くの人に
読んでいただけるような紹介文が書けるよ
う、メンバーをあげて日々努力していこうと
思います。これからも学読的活字中毒をどう
ぞよろしくお願いします。　　　　（学読班）

　時間はないけど本は読みたい。こんな私を
助けて下さい…。　　　　　　　  （はちべえ）
→今後学読班メンバーが読書についてアドバ
イスするような特集も組めたらいいなと考え
ています。ぜひ参考にしてみてください。ちな
みに私（学読班メンバーのにゃっこ）は、時間
がないけど読みたい本があるな～というとき
は、気分転換として読書をします。休み時間と
か自分で勉強しているときの休憩として。気
分転換には、ほかの事を考えたり頭を空っぽ
にするのがいちばんなので、読書はとても効
果的だと思いますよ。　　　　　 （にゃっこ）
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Me~dia 7　ゆうべのひとこえ

文学部１年　　　　　　　　　 　  myu
法学部１年　　　　　　　　　　       M
理学部１年　　　　　　　      みっきー
理学部１年　　　　　　　　   つはょっ
工学部１年　　　　　　　      クマクマ
工学部１年　　　　　　　   ちゃんぷる
経済学部２年　　　　　　　   かときち
経済学部２年　　　　　　　　　 Ｓ・Ｙ
工学部２年　　　　　　　　　      没一
農学部２年　　　　　　      はせじゅん
文学部３年　　　　　　　　　　   B・M
経済学部３年　　　　　　　   はちべえ
理学部３年　　　　　　　　　　  D・M
文学部４年　　　　　　　　　　   モモ
経済学部４年　　　　　　　　　   がさ
理学部４年　　　　　　　         COURS
工学部４年　　　　　　　　　　　K・T
工学部４年　　　　　　　   青眼の白龍
環境学研究科M２年  中部八丁味噌連合
理学研究科M２年　　　　　　　    Pal
法学部その他　　　　   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・Y
文学部卒業生　　　　　　　　　　 F・F
その他　　　　　　　　　　　   賂鬼郎
その他　　　　　　　　　　　　  tecca

〈今回のアンケートは24枚でした。〉

　目線がイイです。こんなに皆、食べているん
だ。　　　　　　　　　　（うえすぎようこ）
→ありがとうございます。そうです、ミルクプ
リンは名大生の必須アイテムです。
　　　　　　　　　　　　　　　（ハムハム）

　裏表紙スゴイすてきでした!!　　　　  （M）
→これはこの広告自体がすてきなのか、それ
とも写っている人がすてきなのか…？多分後
者ですよね（笑）　　　　　　　　（ハムハム）

   「ミルクプリンに乾杯！」って感じでしょ
うか？これからもミルクプリン広告シリーズ
が続くのかな。ちょっと気になります。 （F・F）
→ミルクプリン広告シリーズ今後も続けま
す。ミルクプリンに乾杯！ミルクプリンに万
歳！だけど今月はお休み。　　　（ジュンヤ）

　これ、モデル誰ですか？気になります…
（笑）なんともいえない表情がGOODです。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（myu）
→私がモデルのハムハムです。法学部の１年
生です。良かったら今度ご一緒にミルクプリ
ンでも。何とも言えない表情は、どんな表情を
したらいいのか分からなかったからこうなっ
たのです。　　　　　　　　　　（ハムハム）

　空容器はゴミ箱から拾ってきたのですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　（没一）
→全て買って、私が食べました。半分うそ。
40個近く買い占めて、編集部で１人平均３個
ほど食べました。さすがにお腹が…
　　　　　　　　　　　　　　　（ハムハム）

　おもしろかたです。　　　       （みっきー）
　楽しいです☆やっぱ読者のページ好き…　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（myu）
→6～ 7月号は、私が編集しています。楽しん
でもらえてうれしいです☆　　（シュウセイ）

　図書券からカードに切り替える理由は何
ですか？私はカードの方が落とし易くてイヤ
なんですが…。　　　　     （うえすぎようこ）
→図書カード切り替えの理由は、「合理化」で
す。図書券だと、おつりの問題もありますね
…。　　　　　　　　　　　　　　（編集部）

　今回はアンケート多いですね。愛知万博の
チケットだし、今回はさらに多そう。当たって
欲しい。　　　　 　　　　　　      （COURS）
→今回のアンケート投稿数は、予想（100枚く
らい）より少なくて残念でした。Me～ dia10
以降に期待します☆　　　　　（シュウセイ）

　白き巨塔感動しました。（青眼の白龍）
→国立大の食堂の実態、教授への野望( ？ )を
描いた衝撃の作品。ドラマ化、映画化にご期待
ください。　　　　　　　　　　（ジュンヤ）

　ページ下っていろんなことが書いてあった
んですね。編集部の人達の人柄が出てて、「Me
～ dia」が身近な存在に感じますよね。  　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　  （tecca）
→ページ下は、1999年Me ～ dia7に「はみ出
しコーナー」として発足しました。現在のよう
なぺージ下は、実は歴史が浅いです。（編集部）

　新入学生委員の方々、がんばって下さいね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （F・F）
→ありがとうございます！とても励みになり
ます。今年の一年生もくせものぞろいですが、
頑張っていきます。                              （コウ)

　私もイネ花粉症です。この時期ってもっと
メジャーなスギやヒノキがおさまって同志が
いなくても切ないよね。そんな私はスギもヒ
ノキも花粉症。ここで一句、「スギが過ぎヒノ
キも去って次はイネ」（泣）　　　　　    （Pal）
→いい句ですよ。イネ花粉症の人はみんなう
なずいてくれる。たしかに、イネの時期にマス
クをしている人はほとんどいませんからね。
　　　　　　　　　　　　　　　（ふーちょ）

好きなアイスはPino。一口サイズで、コーティングチョコが口の中で広がる感じが好き。ハートの形をした「幸せPino!」に出
会えるとうれしい。そーいえば中に入っているピックの番号で占いができるみたいです。気になる人は調べてみてね。(す
にょ )

理学部１年　　　　　　　      みっきー
工学部１年　　　　　　　      クマクマ
経済学部２年　　　　　　　   かときち
工学部２年　　　　　　　　　      没一
農学部２年　　　　　　      はせじゅん
経済学部３年　　　　　　　   はちべえ
文学部４年　　　　　　　　　　   モモ
理学研究科M２年　　　　　　　    Pal
法学部その他　　　　   うえすぎようこ
教育学部聴講生　　　　　　　　　K・Y
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Me~dia7のアンケート締め
切りは8月6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~dia10は10月3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

はいどうも～！最近家が
結構遠いのに割と遅くまで
大学に残っているハムハム
です！文章書くときも関西
弁を使いますが、ご了承くだ
さい。今回初めて記事書きま

した。桑名へは取材行ってきたんですよ！白
酒屋さんの奥さんがほんまにええ人で、宇治
金時ただで食べさせて頂きました。あのとき
はごちそうさまでした！ぜひとも皆さん、ど
まつりへも石取祭へも足を運んでもらいたい
と思います。それから、みっちーからの情報に
も感謝してます。ありがと！と言うわけで、こ
れからもよろしくお願いします！（ハムハム）

 とあるエラい学者が
こんな言葉を残して
いる。「わからなかった
ら、調べればよい」、と。
そう、お化け屋敷の特
集記事を書いたひろ

ひーです。個人的にはぎりぎりまで
がんばって書いた記事（のつもり）
ですが、いやーやはり読者の皆さん
の反応が恐い今日この頃です。そし
て、わたしにとって、お化け屋敷の
魅力がどんどん感じられなくなっ
てきているような… （ひろひー）

かき氷のページを担
当したふーちょです。
先月に引き続き自己紹
介を～。学年…１年。学
部学科…工学部社会環

境工学科。生年月日…1987年3月30
日。家…愛知県岡崎市(自宅生)。登校
方法…末野原駅→新豊田駅→豊田
市駅→八事駅→名古屋大学駅（所要
時間90分）。趣味…なわとび。今回の
自己紹介はこのくらいで。次回の記
事をお楽しみに～。 （ふーちょ）

かき氷の記事を書い
ちゃいました。題材の選
択を間違えた気がしない
でもないですが、それな
りに頑張りました。実際
にカラメルソースを作っ

てかき氷に使ってみましたが、周りの人
にはなかなか好評だったので嬉しいで
す。なぜか僕にはたたみいわしのような
味に思えたのですが、まあおいしかった
と思います。それと、かき氷を食べてい
ると何だか少年時代の記憶が甦るよう
な気がしますね。炎天下の通学路とか、
懐かしいです。 （コウ）

硬い文章で疲れた
～っていうのが本音で
すね。と言うのも、最近
はレポート続きで「であ
る、だ」調が板に付いて

きてしまったんですよ（泣）。しばらく
はパソコンにかじりつく羽目になりそ
うです（号泣）。ですが、まあぼちぼち頑
張るんで、ＹＯＵ達も頑張って下さい
ね。ところで、僕は実のところ猛烈なア
ンチ・デジタル派（特に携帯）です。派閥
構成員募集中。　　　　（ひでっちょ）

初Me ～ diaです。ボ
クは花火の記事を担当
させて戴きました。イ
ンデザインの高尚な機
能についていけず、画
面の前で右往左往して
みたり奇怪な言葉を呟

いたりしていましたが…完成して良
かった。読んで下さった慈悲深き方、
本当に有難う御座居ました。因みに記
事名「FIREWORKす」の「す」は故意で
す。決して「ｓ」を付け忘れてあとから
足したワケ…すみません、足しました
（弱）それでは、これからも何卒よろし
くお願い致します。（リト）
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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

M
e
～
dia【

メ
ー
デ
ィ
ア
】  7月

号
名大生協写真館 Pict.01　北部厚生会館オープン　1977年4月14日

今から30年ほど前、生協は、学生会館
の一階で食堂・購買・書籍を運営し

ていました。現在、談話室・第七集会室・
和室として使われている場所が、それぞ
れ当時の食堂・書籍売り場・日用品売り
場だったのです。しかしそこは売り場の
面積が十分でなかったので品揃えも乏
しく、使いやすいお店だとは言えません
でした。また食堂も、より衛生的な調理
環境が望まれていました。そこで1970
年代、北部地区に広い面積を持つ総合的
な福利厚生施設を作ろうという気運が
高まり、北部厚生会館の実現に向けての
運動が展開されました。そして組合員か

らの出資と旧文部省からの予算が集ま
り、76年に着工、ついに77年の春、北部
厚生会館が完成したのです。上の写真は
そのオープンを記念してくす玉を割っ
た時の風景です。

現在、生協理事会では、北部厚生会
館、理系中華食堂などの施設のリ

ニューアルを計画中です。これから数年
の間に学内の店舗、食堂が次々と生まれ
変わる予定です。レジ位置などの配置を
変え、綺麗でより使いやすい店舗を目指
します。みなさんのご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。

取材、文：吉田純也

時代とともに。名古屋大学生協。
おことわり：読者のみなさんより好評をいただいておりますミルクプリン広告シリーズは、今回お休みとさせていただきます。
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