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　学生委員会では、今年も新入生歓迎活動を行います。新入
生歓迎活動とは、「新入生（名大の新入生になる受験生も含めて）の
もつ様々な不安を解消し、明るい気持ちで大学生活をスタートでき

るように手助けをする活動」です。
　新入生に大学生活のことを伝えたり、より多くの新入生
に対応するためには、学生委員だけでなくもっと多くのメ
ンバーで企画を作り上げたいと思っています。興味をもた
れた方はぜひメール等でご連絡ください。
詳しくは学生委員会サイトの新入生歓迎
活動のページをご覧ください。たくさんの
方の参加をお待ちしております。

　大学生活についての冊子を作成。

　主に下宿生のための名大周辺地図も作成。

　みんなでご飯を食べたりゲームをして仲良くな
ろうっ !!という企画です。

　下宿探しのアドバイス、履修登録に関する相談、
生協や共済の説明などを行います。

　生協の使い方や教科書の買い方を分かりやすく
伝えたり、他団体とも協力したりして企画を作り
上げます。

　受験生のための企画を行いました。

MAIL ： supporter@sc.coop.nagoya-u.ac.jp
WEB ： http://sc.coop.nagoya-u.ac.jp/wiki/index.php
担当 ： 工学部2年　福崎怜奈
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自転車盗難の実態とその対処法、あなたは知っていますか？

そろそろ就職活動が始まる季節です。実際に就活をした人への
インタビューを中心とした就活情報をお届けします。

食欲の秋、美味しいもの食べていますか？
生協食堂・購買でも食べられる名古屋名物を紹介します。

第１回は「名古屋大学平和憲章」の特集です。
平和憲章エッセイコンテストの入選作品も掲載!!

●今月の特集●読書の秋！お気に入りの本を見つけよう

今月はとうふ特集。料理魂は麻婆豆腐と春巻き。
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　長い夏休みが終わり、後期の授
業も始まりました。生協の各店舗
も本格的に営業開始です。まだ夏
休み気分が抜け切っていない人も
いるかもしれませんが、しっかり
気持ちを切り替えていきましょ
う。
　そしてそして、食欲の秋、味覚の
秋の到来です!!

　「理系福利施設（仮称）」改築・改修に
伴い、7月29日をもって約40年に及
ぶ理系中華食堂（第一理系食堂）の営
業が終了しました。
　名古屋大学生協ホームページ
（http : / /www.nucoop . jp/shop/
rikei0507.html）にもさよならセール
の様子が掲載されています。

○理系中華食堂（第一理系食堂）の営業終了

○「理系福利施設」改築、改修プロジェクト

名古屋大学生協では、名古屋大学
の協力により、第一理系食堂（理系中
華食堂）の改築と第二理系食堂（理系
カフェテリア）の改修を2006年に計
画しています。その結果、理系中華食
堂があった場所には新たにカフェと
ブックショップができる予定です。ま
た、理系カフェテリアも全面改修され
ます。
　現在、名古屋大学生協「理系福利施
設」改築・改修のための組合員アン
ケートを実施しています。アンケート
により、多くの学生の声を届けて下
さい。「理系福利施設」改築、改修プロ
ジェクトをよりよくするためにも、ご
協力お願いします。

　学生委員会に新しくメンバーが加わりました!!現在は14人で活動中です。
それでは早速、自己紹介いってみよー☆（編集部）

△理系中華食堂

△さよならセールの様子

https://www.nu-net.
or.jp/dorami/sc/mail/
y_mail.cgi?id=rikei

名古屋大学生協のWebページ
で実施しています。↓↓↓↓↓
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文責：常任理事　竹内利樹

　9月30日から北部書籍と南部書籍で教
科書販売が始まります。詳細は以下の通
りです。

　南部書籍

　はじめまして法学部１年のまやです。６月から学生委員会で活動してます。最近は生活リズムが常人と５時間ばかりず
れた生活を送っていますが、そろそろ人並みに戻そうと思いはじめております。他の人と活動時間帯が６時間しか重なっ
てないのは少ないかと最近気付きました。（まや）

　八戸ラーメン　　　　360円
　喜方ラーメン　　　　360円
　仙台味噌ラーメン　　330円
　三陸ホタテラーメン　360円
　マグロ漬け丼　　　　450円

　　カキ飯　　　　　　　360円
　　ねばねばマグロ丼　　400円
　　牛タンカレー　　　　400円
　　マグロユッケ丼　　　450円

　メニューはまだ未定ですが、北海道の名物がたくさん食堂に並ぶ予
定です。北海道には美味しいものが多いと言われています。どんな料理
が食堂に並ぶのか、楽しみにしていて下さい。

○後期教科書販売

 △

北部書籍　理系学部の専門教科書

南部書籍　文系学部の教科書　
　　　　　全学教育科目の教科書

　10月3日から後期の授業が始まりま
す。早めに教科書を購入し、確保するよ
うにしましょう。なお、詳しい情報は
名古屋大学生協ホームページ（http://
www.nucoop.jp/）を参照して下さい。
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Peace Now!沖縄の感想

学 生 委 員 会 だ よ り学 生 委 員 会 だ よ り
☆

★

★

☆

月の活動7 9～

オープンキャンパス

Peace Now!

　8月9～11日にかけて、オープンキャンパス企画
「De la 名大生」を開催しました。

冊子　Campus Note 2005

名大神社・展示コーナー

　高校生が大学生と話
をすることができる
コーナーです。ここでは
大学生の生活や、勉強の
アドバイスを高校生に
紹介しました。

　Campus Note 2005とは、
私たちがオープンキャンパ
スに来た高校生に無料で配
布した冊子のことです。名
大紹介や大学生の生活につ
いてなどが載っています。

　名大神社で合格祈願をしてもらったり、大学生
の教科書を展示したり、名大祭などの行事につい
て模造紙を使って紹介したりしました。

　大学生と話をする
機会があまりない高
校生にとっては貴重
な体験になったで
しょう。

おしゃべりコーナー
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Summary

THE DIFFERENCE

MAP

Contents:

　フィールドワークを通して具体的な“実感”を得ることが
できた。やはり現地へ行って初めてわかることがある。同じ
日本という国の中での現状であるので、基地問題など身近
な問題として考える必要があると思う。戦後60年が経ち戦
争の記憶が風化しかねない今、ここで学んだことを、同世代
や後世の人々にどう伝えていくかを深く考えさせられた。

(金丸遼)

　7月に生協店舗な
どで集まった折り鶴
は1250羽。それらの
鶴はPeace Now!広島
のときに広島平和記
念公園へ届けました。

折り鶴について

　Peace Now! とは戦争にまつわる史跡などの訪問、実際に戦争を体験した方々と
の交流、参加者同士での意見交換などを通じて、戦争と平和の問題や、現在の社
会問題に対する認識を深めることを目的としている企画です。

　テーマその１は「月」。編集部のみんなに「月」ときいて思うことを書いてもらいました。あなたは「月」を眺めてどんなこ
とを感じますか？（編集部）
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方針合宿
　私たち学生委員会は9月6～8日に、これからの一年間の学生委員会
の活動体制を話し合うために方針合宿を行いました。

■□今年の活動体制□■

　自分たちが
「やれること　　can」
「やれないこと　cannot」
「やるべきこと　must」
をよく考えて行動する。

○現状分析を常に行い、活動に
活かす。
○学生委員会活動をよく見直
し、過去の活動や他大学の活
動で活用できると思ったもの
は活用する。

(1)活動・企画の整理
(2)総代・生協委員活動
(3)広報
(4)生協ガイダンス

活動指針 活動方針 重点課題

生声
なまごえ

学
生
・
院
生
・
教
員
・
職
員
・
そ
の
他

氏
名

住
所（

差
し
つ
か
え
な
け
れ
ば
ご
記
入
下
さ
い
。）

Tel

ご意見・ご質問

年　　月　　日

回答

回収者 場所 回答者

店・食堂

年　　月　　日

編集：名古屋大学生協学生委員会Me～ dia 編集部

発行：名古屋大学生協理事会

＊声カード初心者のための声カードガイド。

＊ 2003 ～ 2004 年の各店舗の声カードを紹介！
＊各店舗の簡単な地図付。
＊北部食堂の声カード名物！？
　奥村さん（職員さん）に突撃インタビュー
「声カードを書くときに思っていることは何ですか？」

　Me ～ diaと同じところで配布されているこの冊子、
見たことありますよね!?実はこの冊子も、わたしたち
学生委員会が編集したものなのです。内容は「声カー
ド」についてです。声カードって何?という人や、今まで
声カードを書いたことがないよ～という人もぜひ読ん
でみてください!!

・声カードとは? 
・食堂の声カード 
・購買の声カード 
・書籍の声カード 
・その他、生協本部などへの
  声カード 
・突撃!奥村さん

今年はこれらを中心に
活動していきます。

京大の店舗見学新委員長からの一言

　この前、ふんわりとした黄色い月を見てびっくりしました。地元の月はいつも、淡く鋭い白銀だったのです。たまにほん
のりと赤くなったり青くなったりしてましたが…。(コウ）
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自転車ほいほい
あなたの周りで自転車を盗まれたことがある人はいませんか？名古屋大学付近は自転車盗難がとても多い

です。私の周りでも自転車を盗まれた人が何人も…。そんな名古屋大学（＆その周辺）の自転車盗難事情と盗難さ
れたときの対処法を教えちゃいます。

 盗難を防ぐために～ツーロック、駐輪場所、保険etc.～

 盗難の実体～名大付近の盗難件数～

８月の盗難（単位：台）

オートバイ盗難  自転車盗難 
　　　千種警察署 23 97
　　　昭和警察署 18 52

自転車（オートバイ）盗難は大学
の近くでも多数発生しています。下
に８月中の自転車とオートバイの盗
難件数を表にして載せてみました。

～コラム～購買の自転車修理

自転車盗難を防ぐためには日頃
からの管理が重要です。まず、よく言
われているように、鍵を２つかける
こと。ツーロックは自転車盗難を防
ぐ基本です。鍵をかけないで放置し
ておくなんて論外です。
次に、自転車の駐輪場所に気を

つけること。トラックが近づけるよ
うな道路沿いに置いておくのは、ト
ラックで大量に盗むグループに狙わ
れやすいので、あまり良くないそう
です。

下の表より、千種区では１日３
台、昭和区でも１日２台ほどの自転
車盗難があることが分かります。こ
うやって見てみると、思っていたよ
りも多くないですか？

そして、万が一自転車が盗難され
たときのために、買ったお店で盗難保
険のサービスがあったら入っておく
ことをオススメします。保険に入って
おくと、自転車が盗まれて新しい自転
車を買うときに割り引きになるなど
の保障が付きます。また、防犯登録の
シールをはがしたり、汚したりする
と、盗難された後発見されても、持ち
主が分からないので戻ってこなくな
ります。気をつけてください。

　生協で自転車の修理が出来ま
す。値段は以下の通り。

パンク 1 ヶ所 1,260円 
チューブ交換  2,310円から 
タイヤ交換  3,360円から 
 
　また、北部・南部購買には自転
車の空気入れが置いてありま
す。パンクしないようにこまめ
に利用するといいですよ。

　月といえば、あの気持ち悪いピエロがいるファーストフードのお店の玉子が挟んであるサンドイッチが好きですね。毎
年９月から10月ごろに売り出されて、ついつい買いに行ってしまうんですよ。（はむはむ）

愛知県警調べ
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盗難自転車と間違えられるの
で、防犯登録のシールが貼ってい
ない自転車には乗らないように
しましょう。そういう自転車に
乗っていると、おまわりさんに声
をかけられるそうです（知り合い
談）。また、放置自転車も盗難され
て乗り捨てられている場合があ
り、乗っているのが見つかった場
合、法律に引っかかります。絶対に
乗ってはいけません。

文責：みっくす

 盗難されたとき～まずは警察へ～

ポイント

１.まずはとにかく警察（交番）に行
きましょう。盗難届への記入などな
ど、必要なことは教えてもらえると
思います。盗まれた日付、場所などを
聞かれると思うので、忘れないよう
にしてくださいね。

２.盗難届を出すと、その場で盗難証
明書がもらえます。（登録番号を教え
てもらうこともあります）。私が盗難
届を書いた時は、付近での自転車盗
難状況や、盗難を防ぐための方法を
教えてもらえました。

３.警察署でもらった証明書を持っ
ていくと、入っている保険によっ
て、（同じ店で）次回自転車を買う
時の補助が出たりします。買った
店や入っている保険によって違う
と思うので、確認してくださいね。

自転車盗難は自分には関係ないと
思っていると、案外起こります。私はかご
が壊れている自転車を盗られることはな
いと思って、ツーロックを怠っていたら
見事に盗られました。下宿生など自転車
が無くなると生活に差し支える人は、、特
にしっかりと防犯対策をしてください。
これから、大学で自転車を使い始める人
も自転車盗難を防ぐための知識をつけて
おいて損はないと思います。この記事が

少しでも、あなたの自転車を守るために役立てば幸いです。

１．まず警察署（交番）に届ける。 ２．盗難証明書をもらう。 ３．盗難保証などの手続きをする。

大学の近くの交番～コラム～

大学近くの交番を紹介致します。自転車を盗難された時だけではなく、落
とし物をした時など、お世話になることもあると思うので、知っていて損は
ないと思います。

1.本山の交番

本山のゲオの近くにあります。大
学から本山に四谷通りを下っていけ
ばわかると思います。行きやすい所
にあるので、この辺りの地理が分か
らなくても大丈夫です。

2.伊勝町の交番

伊勝八幡宮の中にあります。伊勝
町近くに住んでいる人は、本山より
も行きやすいと思います。住宅街の
中にあるので、少し分かりにくいか
もしれませんね。

乗っちゃダメ！！～コラム～

のゲオの近くにあります。大本山のの山の本
山に四谷通りを下っていけから本山山本山学かか学か
思います。行きやすい所かるとと思とばわかかわか
この辺りの地理が分かので、、こで、にあるるのる
丈夫です。ても大大丈大らなくててて

伊勝八幡幡宮の中に八幡宮幡宮 にあります。伊勝中にあ中にあ 伊勝
町近くに住んでいでいる人は、本山よりんでいでいる 本山より人は、本山よりは 本山よりよりよりより
も行きやすいと思います。す。住宅街のいます。住宅ます。住宅街の
中にあるので、少し分かりにくいか
もしれませんね。

　日本で最初にハネムーンに行ったのは坂本龍馬らしいです。ちなみにhoneymoonという単語は動詞にもなるとです。(ひ
でっちょ）
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　10月となり、合同説明会やセミナーがぼちぼち始まってきました。3年生・M1の中には、就職
活動（以下就活）を意識始める人もいると思います。まだ就活をしない人も自分の将来や、就活に
ついて考えてみましょう。

　とはいっても、就活を目前に控えた人にとっては、「何をしたらいいんだろ
う」といったことがまず頭に浮かぶと思います。就活関係の本はたくさんあ
りますが、マニュアル通りではない自分なりの就活をしてみませんか？
　知らない会社で、やりたいことをやっていることはよくあります。まずは
名前にとらわれずにいろいろな企業の人と話をしてみましょう。
　半年以上という長い間で、辛いこともあると思いますが、企業や他大の就
活生と会うことをたのしんでください。

▲見かけたらぜひ手に取ってみて！

『就活サプリ塾』
12月17日　＠栄ガスビル

はじめに。

就職活動をたのしもう。

　あなたは、何をしてお金を稼いだり、生活をしていくのが自分にとってし
あわせだと思いますか？大学を卒業して約40年間働く（かもしれない）会社
を選ぶとき、「やりたいことと合っている」「自分の価値観に合っている」など
多くの基準がありますが、何を重視したいかを考えておくと選びやすいと思
います。
　また、1・2年生の人は、それを踏まえて大学生活で何をして過ごすといい
経験になるのかを考えましょう。充実した大学生活を送れると思います。
　秋の夜長に「働く」を考えてみませんか？

　就活に興味が
あったり、終わっ
て後輩に何かした
いという有志が集
まって「就活サプ

リ」という冊子を作りました。
　今までの就活冊子とは違い、学生が
企業を取材したページがあり、そこで
学生の視点での企業を見ることが出来
ると思います。企業研究の第一歩に読

▲おおまかな就活スケジュール

「働く」
を考えよう。

「はた」にいる

人を「らく」に

する！

▲「働く」にはこんな一説も。

んでみて下さい。
　またそれに伴って、「就活サプリ塾」と
いう企業と学生が話せる企画を行いま
す。興味のある方は10月末掲示予定のポ
スターをごらんください。この企画は予
約制なので注意してください。

　大学生になり、夜遅くまで外出していたり起きていたりすることが多くなりました。月は夜が更ける程に、寒気が身にし
みる程に綺麗になる気がします。（ひろひー）
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自分を振り返って
やりたいことを探した。

学部　法学部
業種　空運業
就活にかかったお金

約50,000円

－どのような観点で仕事を選びましたか？
　自分の過去を振り返って、様々な活動や考えの共通点を見出
し、自分のやりたいことを探し出しました（自己分析）。具体的
には、社会貢献性の高さを基準に会社を選びました。

－これから就活する人に伝えたいこと
　OB・OG訪問をするとよいです。自分はしなかったことを後
悔しています。というのも、自分の働いている姿をリアルに想
像できなかったからです。
　面接では、等身大で臨むことが大事です。思ってもないこと
（嘘）を言っても付け焼刃になるだけです。また、正直にズバズ
バ言ったほうがインパクトがあり、好印象です。

　就活用語を独断と偏見を交え
てお届けする、「就活用語入門」。
5人のインタビュー内にある就活
用語をピックアップ☆

【自己分析】
　今までの振り返りや自分の強
みなどを分析して、やりたいこと
の方向性を探します。また、エン
トリーシートに書くときや、面接
で自分のアピールをする際に、自
分のアピールポイント、そしてそ
の理由を書けたり言えるために
も必要になります。
　自己分析のやり方は本を見た
りネットで調べたりしましょう。

【OB・OG訪問】
　実際にその会社に働いている
人に、会いに行くことです。自分
のその会社に対するイメージ・働
くイメージと、実際のことはずれ
ていることがよくあるので、話を
聞きにいくことは大事です。
　その会社で働いている名大の
OB・OGの名簿は就職資料室（豊
田講堂の裏の本部2号館を入って
左）にあります。

【面接】
　就職するための関門のうちの一
つです。グループ面接・個別面接な
どの種類があり、それぞれにテク
ニックはありますが、自分を知っ
てもらうことが一番の目的である
ことを忘れてはいけません。

【理系就職】
　基本的に技術職・研究職に就く
ことを言います。主に理系の人が
就きますが、文系の人が就くこと
もあります。

【文系就職】
　基本的に事務職に就くことを
言います。主に文系の学生が就き
ますが、理系の人も就くこともあ
ります。

学部　理学部
業種　金融業
就活にかかったお金

約150,000円

－どのような観点で仕事を選びましたか？
　人・社会のためになる仕事をしたいと思いました。それさえ
満たせば、業界はなんでもよかったので、いろいろ受けました。

－理系ですが、院と就職で迷いませんでしたか？
　自分は院に行くか就職するか迷いませんでした。でも、迷っ
ている人は院へ行くか、就職するか、よく考えてください。院へ
行った方が研究・開発といった理系就職はしやすいです。ただ
し、文系就職なら院へ行かない方がしやすいです。企業として
は、どうせ文系知識がないなら、大学卒のほうが若いし初任給
も安くて済むからです。院で２年間修行するのと社会に出て２
年間修行するのと…あなたはどっちがいいですか？

理系の人へ
院に行くかどうかよく考えて！

それぞれの就活。
　就活を終えた人にそれぞれの就活を聞きました。人それぞれ
のスタイルがありますが、それを読むことで、自分の就活につい
て考えてみましょう。

　弟が夏休みの自由研究で"月の満ち欠け"をやって、その手伝いをしました。いくら何でも、2日で月の満ち欠けはできな
いだろ…。と思いながら手伝っていました。おかげで、大学生なのに今年の8月31日は忙しかった…。（ふーちょ）

07就活記事-20050926.indd   1107就活記事-20050926.indd   11 2005/09/28   18:56:302005/09/28   18:56:30



Me~dia 10　「働く」を考えよう。

12

学部　経済学部
業種　流通・食品業
就活にかかったお金

約30,000円

学部　工学部
業種　製造業
就活にかかったお金

2,000円

■Job Session
　20社くらいの企業が集
まって説明をしてくれます。
就職活動のきっかけになっ
たという人も多いようです。
今年は11/28・29に行われま
す。詳細は生協のHPにて。

■北部厚生会館の
写真屋さん

　証明写真を現像するとき
に、多少お値打ちです。
■旅行サービスセンター
　東京や大阪にいったりと、
交通費がかかることもあり
ます。回数券をバラで売って
いたりするので、就活生のお
財布にもやさしいです。

【就活サイト】
　最近の就職活動では、イン
ターネットがないと何もできな
いと言っても過言ではありませ
ん。就職情報サイトはいろいろ
ありますが、1つではなく、2
つくらいのサイトに登録するの
がオススメです。
　メジャーどころでは、「リクナ
ビ」「毎日就職ナビ」「日経ナビ」
などがあります。また、就活の口
コミサイトの「みんなの就活日
記」というのもあります。口コミ
にはたまにデマがあるので自分
で情報を判断しましょう。

【工学部の推薦】
　工学部には学科ごとに、企業
側から推薦枠として何人かほし
いと募集が来ます。大体2 ～ 3
月に話が出てきて、試験は四月
以降です。ただし、一般応募を受
けていると、推薦を受けさせて
もらえないので注意！

－工学部の推薦を受けたのは何故ですか？
　学科で勉強していることが一番生かせそうな業界が望まし
いと思ったからです。昔からロケットに興味があり、一部でも
自分が関わったところが宇宙に行くと考えるだけでわくわく
します。宇宙はまだまだ未開拓の世界で、夢があるところです。

－推薦を受けて何か思ったことはありますか？
　僕は一つの企業しか見なかったけれども、たくさんの企業を
見ることは大事だと思っています。たくさんの企業を見ること
によっていろいろな質問を想定するため視点が広がったりす
るからです。一つの企業しか受けなかったことは後悔していま
す。

やりたいことさえ決まれば
就活はこわくない。

たくさんの企業を見ることは
大事だと思います。

就活で役に立った

生協 の サービス

－就活で苦労したことは何ですか？
　文系なので、周りが就活就活と言っていたが、イメージもわ
かなければ、就活用語もわからなかった。12月頃にやっと就
活サイトに登録したが、自分のやりたいこと見つからず、終始、
自分が行きたい企業像ができあがらなくて苦しんでいた。

－就活生へのメッセージはありますか？
　自分の行きたい企業、やりたいこと、それさえ決まれば就活
においては怖くないんだと思う。その基準を見いだすことこそ
が就活であり、飛躍すればそれが新しい社会や団体へ入るとき
に必要なこと。一番簡単なのが、自分のために動くという基準。
家族のために働いているサラリーマンもそれは結局は自分の
ために動いている。

　月と聞いて僕は漢字の肉偏を連想しました。尻と臀の違いって分かります？漢字って面白いですよ。絵画的だったり詩
的だったりします。というかこれって花村萬月さんの影響というかパクリだったりして。肉偏の連想は彼を中継していた
気がします。（ゆーすけ）
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研究科　環境学研究科
業種　　陸運業
就活にかかったお金

約80,000円

－院生ならではの苦労はありますか？
　理系の院生ですが、文系就職を希望していました。研究との
両立は大変で、3月・4月は就職活動しかできませんでした。も
し院生で、分野外の職種を希望しているならば、就活に専念で
きる時期を作れるように、M1の時期にしっかり研究をやって
おいたほうがいいと思います。

－これから就活する人に伝えたいこと
　いろいろな大学の学生と知り合える貴重な機会なので、楽し
んでやって下さい。

【いろいろな大学の学生
と知り合える】
　当たり前ですが、説明会・試
験会場・面接会場などでは名
大だけでなく、いろんな大学
の人がいます。特に、名古屋で
試験・面接があった場合、9割
くらいの確率で南山大学の人
と出会います。
　説明会などで会う人はも
ちろん就活生なので、お互い
に情報交換をしたり、愚痴を
言い合ったりすることもでき
ます。内定もらった後でも仲
良くしているという人もいる
ようです。また、同じ会社の試
験を受けているので、「もしか
したら、入社して一緒に働く
かもしれない」という意識を
持って、積極的に話かけてみ
てはいかがでしょうか？

■学生の本分は学業なので、大学の講義はしっかり受
けることが基本です。ただ、そこに自らの付加価値をつ
ける（オリジナリティを出す）ために、部活・サークルだ
けでなく、対社会人との経験を培うことのできる活動
（NPO活動、インターンシップなど）をすると、働く上で
役立つ経験ができると思います。 （theta）
■面接で語れる学生生活を送りましょう。部活・サーク
ル・ボランティア・バイト・旅行・趣味・学業何でもいい
です。こだわりを持ってやりましょう。そして、それを
面接で、カッコよく語ってやりましょう。 （K）
■遊べ。大学生らしく遊べ。それは、今しかできない。引
きこもりはいつでもできる。 （Philia）
■どんなことでもいいので、一つのことを時間をかけ
て突き詰めて頑張ってみることが大事。 （K.H）
■何か1つ学生時代に打ち込めることをみつけて、壁を
乗り越える経験をたくさんしておくこと。面接時での
強い自己PRになります。 （となりがトトロ）

　今回取材したのは５人だけですが、もちろん
まだまだ就活のスタイルはあります。先輩に聞
くなど情報収集をして、就職活動をがんばって
ください。 文責：くみ

Special thanks to：取材させてもらった５人、ゆーすけ

一・二年生の人へ。

院生の就職活動は、
研究との両立を考えて。

メッセージ

　まだ大学生活を楽しんでいるところで、就職活動をす
るのはまだまだと思っているかもしれません。でも、将
来のことを考えてみると、今のうちに部活サークル・バ
イトなどでリーダーをやったり、自分でなければできな
いことをやってみたりすると後で力になってくると思
います。
　エントリーシート・面接などで、「大学生活で一番頑
張ったこと」といった質問はよくあります。それを目的
にというわけではありませんが、今でしかできないこと
を精一杯やってください。就活で、上のような質問に直
面したときも、胸をはってすらすらと答えられると思い
ます。

　今年の中秋の名月は天気にも恵まれてきれいに見えましたね。 上を向いて月を見なが ら夜道を自転車で走っていて赤
信号を 突っ切ってしまいました。車が止まってくれて 本当によかった。 前もちゃんと見ましょう。 （まや）
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　ハジメマシテ。私ノ名
前ハ、ジョージ・マッケン
ジー、トイイマス。
　野球ダイスキ、オイシイ
モノモダイスキデス。
　名古屋ニモ、オイシイモ
ノガアルト、キキマシタ。
イイジャナイノ！？
　トユーワケデ、名古屋ニ
キマシタ。イマ、名古屋大
学ニイマス。ドンナ、名古
屋名物ガマッテイルノカ、
タノシミデス。

　　　名古屋名物

　今回のコメンテーター
　　　ジョージ・マッケンジー氏

　食欲の秋ですね。美味しいものを食べていますか？ところで、ここ名古屋には独特な食べ物
がいろいろあります。名大でお昼ご飯を食べに行くと見かけるかもしれません。
　ここでは、生協のお店にある名古屋名物を紹介します。食べたことがある人も、そうでない人
も、名古屋名物をモリモリ食べて元気に過ごしましょう。

ぷろふぃーる　　　　　　　　  

味噌カツ　　　　　　　　        

　名古屋名物の代表格と言える食べ物で、みそだれをかけた豚カツのことです。
　一説には、終戦直後飲み屋のカウンターであるお客さんが、食べていた串カツをど
て鍋のみそに浸して食べたら美味しかったということで、この食べ方が広まったの
だそうです。

　野球が大好きな九州人。その腕前はプロ級である。ま
た、超一流の「食通」を自認するが、その真相は確かではない。
　何故か「名古屋名物を食べる」という目的だけで名古屋大
学にやってきた。彼の真意もまた定かではない。

　▼ゆ～どんの味噌カツ丼
　　　　　　　　　　￥441

ジョージ・マッケンジー： オ～ゥ！豚カツノ旨味ト味噌ノ甘ミノコラボレーショ　 
 ン！コッテリシタ味噌ノ味ガライストトッテモアイマ 
 スネ。名古屋ニ来タラコレデスＹＯ。トッテモ元気デマス。

　▲三十路を迎えた
　　　　ジョージ・マッケンジー氏

　マイデスク（←デジタルではなくアナログ机）には月齢カレンダーが常駐しているので、月を見れば上弦の月だ臥待月だ
と月齢をよんでいます。最近では十六夜月とほっそーい三日月がブームです。…昔は夢想的なことも考えられたんですけ
どね（苦笑）。（リト）
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台湾ラーメン　　　　　　     

　「台湾ラーメン」とは豚のミンチとニンニク、唐辛子を炒めて麺に載せ、鶏ガラスー
プを注いだ辛いラーメンのこと。もともとは”まかない”として作ったのだとか。台湾
人の料理人が作ったから「台湾ラーメン」と呼ぶようになりました。

きしめん　　　　　　　　      
　平たくいえば平たいうどんです。短時間で茹で上がるため、経済的なところが名古
屋っぽいといえばそうかもしれません。
　きしめんの由来については、雉子肉を入れた「きじめん」がおこりであるとか、名古
屋で紀州出身の人が作った「紀州めん」がなまったものだとか、様々な説があります。

小倉マーガリン　　　　　       

　これは名古屋名物だろうかと思うのですが、他の地域ではほとんど知られていな
いそうです。単純に小倉あんとマーガリンを合わせただけですが、こってりした甘み
が絶大な人気を誇っています。

　ココデ紹介シタ食べ物ハ、スベテ名大内デミツケタモノデス。アナタモ、昼休ミ等ニ名古屋名物ヲ食ベテミマセンカ？
　……！シマッタ、モウコンナ時間デハナイカ！
　私ハ今日、野球ノ試合ガアルノデ、九州ニ帰リマス。デハ、ミナサマ、サラバ～。ソシテ、ＧＯＣＨＩＳＯＵＳＡＭＡデシタ～

文責  ひろひー、ジョージ・マッケンジー

　▼理系ショップの小倉マーガリン
　　　　　　　　　　　　　￥88

　　▼ゆ～どんのきしめん
　　　　　　　　　　￥210

　ジョージ・マッケンジー：イッツ☆ス・パ・イ・スィ～イ！ノドヲ灼クヨウナスープ　
　　　　　　　　　　　　ガ、食欲ヲソソリマス。台湾ラーメンノ神髄ハ、唐辛子トニ
　　　　　　　　　　　　ンニクニ、アリマスネ。唐辛子ノ辛ミトニンニクノ香リ、ガ
　　　　　　　　　　　　スープニ、麺ニアクセントヲ加エテ、更ニミンチノ旨味ト
　　　　　　　　　　　　モヤシノ食感ガ……
　　　　　　　　　　　　(…ジョージ・マッケンジーの熱弁は30分に渡り続いた…)

　ジョージ・マッケンジー：澄ンダダシノ味ワイト、麺ノ優シイノドゴシガ特徴的デ　
　　　　　　　　　　　　ス。思ワズ初恋ノ味ヲ思イ出シテシマウクライ切ナクテ　
　　　　　　　　　　　　サッパリシタ後味デス。

　ジョージ・マッケンジー：マッッタ～リトシタ濃厚ナ甘ミガステキデス。￥88ト安 
 イノデ、ゴハンヤオヤツニ、手軽ニ食ベラレマスネ。

　▼北部食堂の台湾ラーメン
　　　　　　　　　　￥300

　月といえばアポロ。本当に月まで行ったのでしょうか？アメリカでは信じてない人がたくさんいるとかいないとか。月
での写真では、影の向きがおかしいとか、星が移ってないとか、合成したあとがあるとか、逆光でとったのに細部までしっ
かり移っているとか、いろいろ言われています。（のん）
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Peace Now!21
◆“平和”について考えたことありますか？◆
　みなさん、大学生協の基本理念をご存じですか？…それは、「For Peace and Better Life－平和とより良い生活のために」です。
組合員の皆さんにより良い生活を提供するとともに、“平和”も基本理念に含まれているのです。“助け合いの輪”をもっと広げてい
こうということです。そもそも平和でなければよりよい生活もありえません。
　さて、今年は『戦後の還暦』、つまり終戦から60年が経ちました。８月頃にはテレビで戦争や平和に関するドキュメンタリーや
ドラマがたくさん放送されていましたが、最近“平和”について考えたことがありますか？あえてこのような言い方をしますが、
“平和”なんてそう難しいものでもないのです。今号から平和に関する記事の連載を始めます。この連載を通して、平和について考
えることがそう難しくないことに気づいてもらいたいと思います。
　第一回目は、身近にあるのにあまり知られていない、名大の平和憲章を取り上げます。

☆参考文献：『平和への学問の道』☆
　今回、この記事を書くのにお世話になったこの本を紹介します。この本では、平
和憲章が制定されるまでが詳細に書かれています。平和憲章についてもっと詳し
く知りたいと思った方は、一度読んでみてはいかがでしょうか？
　　　　　　　　　　　　　名古屋大学平和憲章制定実行委員会・編著
　　　　　　　　　　　　　　　1987年　あけび書房　￥1365(税込)

◆名古屋大学平和憲章をご存じですか？◆
　前々号のMe～ dia ６に緑色のビラが挟み込まれていたのを覚えていますか？
18･19ページで結果などをお知らせしますが、あれは｢名古屋大学平和憲章エッセ
イ｣募集のお知らせでした。あの機会に初めて平和憲章に触れた方もいると思いま
す。
　名古屋大学平和憲章は、1987年2月5日名古屋大学の全構成員(学生･院生･教職
員･生協職員)の過半数(8523名,58%)の批准署名を得て制定されました。
　当時は冷戦の真最中で、際限のない軍拡が各国で行われていました。このような
「研究の成果を軍事技術に利用しようとする動き」が強まる中、大学では「平和と大
学」のあり方についてさまざまな議論が交わされていました。名古屋大学では「平
和と幸福を展望した人類の未来のために研究と教育を発展させる名古屋大学」を
めざし、この平和憲章が制定されることになりました。多くの人々の手による約四
年に及ぶ苦労を経て書き上げられたこの平和憲章は、英訳され全世界に向けて発
信されました。当時のユネスコの事務局長からは「平和憲章はユネスコ憲章の精神
と完全に一致している。名古屋大学は孤立していない」という趣旨の返信をいただ
きました。そう、世界に誇るべき憲章なのです。
　次のページに平和憲章の全文を掲載しました。一度読んでみてください。

　＊Me～ dia6を全学で受け取った方は、取るときにビラが抜け落ちてしまい、申し訳ありませんでした。 ↑制定記念集会の様子

↑署名用紙

　月とスッポンと言いますが、どういうポイントを比較しているのかよくわかりませんよね。ところで運のことをツキと
もいいますが、これは月の周期と関係があるのでしょうかね。結論としては、月よりだんごです。(だつ)
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名古屋大学平和憲章（1987.2.5制定）
　わが国は、軍国主義とファシズムによる侵略戦争への反省と、ヒロシマ・ナガサキの原爆被害をはじめとする悲惨な体験から、戦争と戦力を
放棄し、平和のうちに生存する権利を確認して、日本国憲法を制定した。
　わが国の大学は、過去の侵略戦争において、戦争を科学的な見地から批判し続けることができなかった。むしろ大学は、戦争を肯定する学問
を生みだし、軍事技術の開発にも深くかかわり、さらに、多くの学生を戦場に送りだした。こうした過去への反省から、戦後、大学は、「真理と平
和を希求する人間の育成」を教育の基本とし、戦争遂行に加担するというあやまちを二度とくりかえさない決意をかためてきた。
　しかし、今日、核軍拡競争は際限なく続けられ、核戦争の危険性が一層高まり、その結果、人類は共滅の危機を迎えている。核兵器をはじめと
する非人道的兵器のすみやかな廃絶と全般的な軍縮の推進は、人類共通の課題である。
　加えて、節度を欠いた生産活動によって資源が浪費され、地球的規模での環境破壊や資源の涸渇が問題となっている。しかも、この地球上に
おいて、いまなお多くの人々が深刻な飢餓と貧困にさらされており、地域的および社会的不平等も拡大している。「物質的な豊かさ」をそなえ
るようになったわが国でも、その反面の「心の貧しさ」に深い自戒と反省がせまられている。戦争のない、物質的にも精神的にも豊かで平和な
社会の建設が、切に求められている。
　今、人類がみずからの生みだしたものによって絶滅するかもしれないという危機的状況に直面して、われわれ大学人は、過去への反省をも
ふまえて、いったい何をなすべきか、何をしうるか、鋭く問われている。
　大学は、政治的権力や世俗的権威から独立して、人類の立場において学問に専心し、人間の精神と英知をになうことによってこそ、最高の学
府をもってみずからを任じることができよう。人間を生かし、その未来をひらく可能性が、人間の精神と英知に求められるとすれば、大学は、
平和の創造の場として、また人類の未来をきりひらく場として、その任務をすすんで負わなければならない。
　われわれは、世界の平和と人類の福祉を志向する学問研究に従い、主体的に学び、平和な社会の建設に貢献する有能な働き手となることを
めざす。
　名古屋大学は、自由闊達で清新な学風、大学の管理運営への全構成員の自覚的参加と自治、各学問分野の協力と調和ある発展への志向とい
う誇るべき伝統を築いてきた。このようなすぐれた伝統を継承し、発展させるとともに、大学の社会的責任を深く自覚し、平和の創造に貢献す
る大学をめざして、ここに名古屋大学平和憲章を全構成員の名において制定する。

１．平和とは何か、戦争とは何かを、自主的で創造的な学問研究によって科学的に明らかにし、諸科学の調和ある発達と学際的な協力を通じ
　て、その成果の上に立ち、平和学の開講をはじめ、一般教育と専門教育の両面において平和教育の充実をはかる。
　平和に貢献する学問研究と教育をすすめる大学にふさわしい条件を全構成員が共同して充実させ、発展させる。
２．大学は、戦争に加担するというあやまちを二度とくりかえしてはならない。
　われわれは、いかなる理由であれ、戦争を目的とする学問研究と教育には従わない。
　そのために、国の内外を問わず、軍関係機関およびこれら機関に所属する者との共同研究をおこなわず、これら機関からの研究資金を受け
　入れない。また軍関係機関に所属する者の教育はおこなわない。
３．大学における学問研究は、人間の尊厳が保障される平和で豊かな社会の建設に寄与しなければならない。そのためには、他大学、他の研究
　機関、行政機関、産業界、地域社会、国際社会など社会を構成する広範な分野との有効な協力が必要である。
　学問研究は、ときの権力や特殊利益の圧力によって曲げられてはならない。社会との協力が平和に寄与するものとなるために、われわれは、
　研究の自主性を尊重し、学問研究をその内的必然性にもとづいておこなう。
　学問研究の成果が人類社会全体のものとして正しく利用されるようにするため、学問研究と教育をそのあらゆる段階で公開する。
　社会との協力にあたり、大学人の社会的責任の自覚に立ち、各層の相互批判を保障し、学問研究の民主的な体制を形成する。
４．われわれは、平和を希求する広範な人々と共同し、大学人の社会的責務を果たす。平和のための研究および教育の成果を広く社会に還元す
　ることに努める。
　そして、国民と地域住民の期待に積極的に応えることによって、その研究および教育をさらに発展させる。
　科学の国際性を重んじ、平和の実現を求める世界の大学人や広範な人々との交流に努め、国際的な相互理解を深めることを通じて、世界の
　平和の確立に寄与する。
５．この憲章の理念と目標を達成するためには、大学を構成する各層が、それぞれ固有の権利と役割にもとづいて大学自治の形成に寄与する
　という全構成員自治の原則が不可欠である。われわれは、全構成員自治の原則と諸制度をさらに充実させ、発展させる。

　われわれは、この憲章を、学問研究および教育をはじめとするあらゆる営みの生きてはたらく規範として確認する。そして、これを誠実に実
行することを誓う。

◆平和憲章を読んだことがありますか？◆
以下に平和憲章の全文を掲載します。

　月と言われたら、やっぱり秋の満月が印象深いです。（シュウセイ）
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◆平和憲章エッセイコンテスト◆
　毎年生協では『名古屋大学平和憲章エッセイ』を募集しています。平和憲章を読んで感じたことを自分の言葉で表現してもら
い、平和を考える一つのきっかけにしてもらおうというものです。今年は10通の応募がありました。ここで今年のコンテストの
審査結果と入選作品を紹介します。

◆入選作品◆

　平和憲章はもともと個人的な“雑談”から始まったものですが、最終的にこのような大きなものになりました。だから、ちょっと
したものでも「何か出来たら」という想いを抱いたのであれば、それを形にして発信することが大切だと思います。やがてはそれ
が大きな運動になるかもしれません。
　先日平和学習のために沖縄へ行ってきました(そのことについて詳しくは今後この記事で書きます)。沖縄には米軍基地という
平和を脅かす存在が市民の生活する街の中にあります。戦争が普段の生活と隣り合わせにあるのです。ここでは、戦争を身近な問
題として考えることができます。平和については、自分の問題として引きつけて考える姿勢が大切です。

　　　　　　　 　　★平和憲章エッセイ結果発表★　　　　　　　　
　　　　入選（１名）「私と戦争と平和」 石橋歌織　　　　　　　　
　　　　佳作（５名）「ナウシカと顔を隠した科学者たち」 守谷宙　　　　
　　　　　　　　　「自分を見失いそうなときに」 丹羽亜衣
　　　　　　　　　「『被害者日本』の誤解」 倉科信吾　　　　　　　　　
　　　　　　　　　「peaceful  world」 片山友愛
　　　　　　　　　「平和とは戦争とは」 澤田英之

ここに入選作品を掲載します。

　オオカミ男は満月の夜に吠えるらしい。
最近私は、なぜか思い切り叫んでみたい、という欲望に支配されている。
だから、私もオオカミ男のように、満月の夜に吠えてみたいと思っている今日このごろです。（りじゅ）
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●福家俊朗名大生協理事長
　名大平和憲章にも言及しつつ、自分が置かれている「世界」や身近な経験を素材にした戦争・平和論が多かったようです。ただ、「戦争状況」を
打破し、アクチュアルな恒久平和の実現を希求する構想力があまり見られなかったことは残念でした。
●星野香名大生協副理事長
　昨年と比して、平和憲章を読んで自分なりに戦争や平和について言及された作品が出てきた事は評価されます。しかしながら応募数が少な
く、佳作作品と言えども審査員の過半数が押したわけでない事を、敢えて申し上げます。来年以降は、応募者数が少なくとも数十人になるよう
な企画になれば作品の質もおのずと向上する事と、期待しています。
●箕浦昌之名大生協常務理事
　名古屋大学平和憲章を読んで書かれた作品も増え、視点は良くなっているが、全般的にインパクトに弱かった。平和のために何が必要か、自
分で何ができるかに言及した人もいたが、過去や現在の状況認識や課題の設定などにまとめる力の弱さを感じた。
●柴田敏之名大生協理事
　応募があった十作品を繰り返し読ませていただいた。その中で名古屋大学平和憲章を読み、自らの考えと重ね合わせて論じたエッセイが増
えたことをまず評価したい。
　どの作品にもきらりと光る部分があるものの、全体として深まりが乏しかったり、また、評論はあっても自らの課題としてとらえてきれて
いない作品もあった。今後は、平和憲章を自らの将来や今後の行動と結びつけて論じた作品を期待したい。それは、１８年前に制定された名古
屋大学平和憲章が、いまも大学構成員の規範としての輝きと力を失っていないと信ずるからである。
　審査委員会では、入選作として「私と戦争と平和」（石橋歌織）を推す意見と、「ナウシカと顔を隠した科学者たち」（守谷宙）を推す意見でほぼ
二分した。私は、表現に未熟さはあるものの、成長過程での新たな発見に新鮮な感動を表現した点と、平和を自らの課題として受けとめようと
する姿勢に共感して、「私と戦争と平和」を推した。応募された皆さんの今後の活躍に期待したい。
●河合利秀名大生協理事
　全般的に、平和憲章を読んで感じたことや考えたことが多く語られたと思います。自分の体験をとおして、自分の言葉で語られたものもい
くつかあり、僕自身は共感できました。しかし同時に、問題の掘り下げは今一歩だとも感じました。
　これからも、大学生らしく、「科学的な歴史認識」や「平和を創造する学問の創設」に迫るものを期待しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 以上

2005年７月２０日
平和憲章エッセイ審査委員会

　所属する階層に関係なく、一大学人として平和への捉え方を示した名古屋大学平和憲章。硬い文章で書かれていま
すが、“平和を願う気持ち”はストレートに伝わってくるのではないでしょうか。何か感じるものがあった方は、ぜひ
来年の平和憲章エッセイコンテストに応募してみてください。 文責：ハムハム

◆審査員による講評◆

↑平和憲章シンボルマーク
　1996年に平和憲章制定10周年を記念
し、学生・院生から広く募集して制定さ
れました。「Peace」と「Charter」の文字を
あしらってあります。

↓平和憲章制定を伝える新聞記事
　各新聞社が熱い取材合戦を展開し、こ
の名大での新しい動きは大きく報道さ
れました。

↑平和憲章制定を呼びかけるポスター
　このポスターは当時、大学構内各所に貼
られていました。

　「満月だよ～。」と言われて、空を見たら、黄色い光がろうそくの様にゆらゆら揺れて見えました。何か変だなぁと思って、
家のマンションのエレベーターのパネルを見たら、パネルの電光文字も揺れて見えました。乱視だったと気付いたのはず
いぶん後のことです。（みっくす）
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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。

u名大生
協

名大
生協

2005年度前期、たくさんの方の協力のおかげで、ユニセフ協会に募金を送金することが出来
ました。ご協力ありがとうございました。ちなみに、送金金額は19737円でした。今回は、ユニセ
フ班の中心の１つとなっている活動、ユニセフ募金について紹介したいと思います。

ユニセフ班では、通常活動として、ユニセフ募金の募金箱の設置、回収を
行っております。実は、生協の食堂や購買のほとんどに募金箱がおいており
ます。ご存じでしたか？また、募金を集めたりするだけではなく、学習会を開
いてユニセフ募金のことなどについて深く学んだり、その経験を活かして、
名大祭でユニセフ募金の使われ方などについて説明した資料を作って展示
したりしています。名大祭ではその他にユニセフ関連の活動として、ユニセ
フのグリーディングカードの販売なども行いました。

※理系中華食堂は７月をもって閉店の
ため、現在は募金箱をおいていません。
募金ご協力ありがとうございました。

※左の写真は名大祭のときのものです

月…と聞いて、マ○ド○○ドの月見バーガーを思い出しました。この季節になると出現する私の好物です。私の父と母も
コレが大好きなので、普段はあまりマク○○ル○に行かないのに、この時期には絶対行きます。（にゃっこ）

　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
・理系ショップ・農学部購買

Me~dia 10　名大生協 unicef 班
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文責：名大生協ユニセフ班広報部

フェアトレード商品「風's」の取材にユニ

セフ班員の有志が行ってきました。「風's」

は、名大祭でユニセフ班が店を出した時の

フェアトレード商品を提供してくれてた

お店です。

Webを持っているので、興味のある方は

アクセスしてみてください。また、取材の

内容については今後のMe ～ diaで伝えら

れたらと思っているので、楽しみにしてい

てもらえると、嬉しいです。

コラムにもあるとおり、日本で集められたユニセ
フ募金のほとんどが開発途上国で使われます。「もっ
とも支援を必要としている子どもたちに、ユニセフ
が考える優先順位で支援を届ける」というユニセフ
の方針のため、開発途上国の恵まれない子供たちに
きちんと支援が届くようになっているからです。ユ
ニセフの円グラフより乳幼児ケア、女子教育などの
様々な分野に募金が使われていることがわかります
（このグラフはユニセフ協会が優先順位が高いと判
断したものに使われているお金の内訳です）。また、
開発途上国だけでなく、緊急支援が必要とされる地
域でも募金で集められたお金は使われています。

募金で世界を救うというのは賛否両論あると思います。た
だ、自分のお金を使う一つの使い道として子供達の為に使う
ことが出来ます。長期的に見れば他にも救える方法はたくさ
んあるかもしれませんが、今を必死で生きている子達たちの
衛生面の向上や、教育をきちんと受けられる環境作りを望む
のであれば、すぐに効果が現れる募金の果たす役割は大きい
ように思います。
今まで募金をする機会がなかった人も、興味を持ってくだ
さったら募金のご協力お願いします。

○ポリオ予防ワクチン1回分の予防接種

○開発途上国の子どもたちの命を奪っている6つの主な病気のひとつ、
はしかから子どもを守るための予防接種用ワクチン700回分。

○急性の下痢による脱水症から子どもの命を守る経口補水塩1袋。安全
な水と混ぜて使用する。

○マラリアを運ぶ蚊から家族を守るための、効果が長期間にわたって持
続する殺虫剤処理をほどこした蚊帳2張。アフリカでは、マラリアにより
30秒に1人の割合で子どもが命を落としている。

○HIV ／エイズ簡易診断キット1キット。
○緊急事態下の栄養不良の子どものために特別に開発された、高カロ
リービスケット20箱（包み） 

13円

10,700円

6円

1,605円

107円

1,284円

日本ユニセフ協会のサイトhttp://www.unicef.or.jp/uni/org.htmより引用

もっと詳しいことが知りたい方は、日本

ユニセフ協会のサイトにたくさん情報が

あるので、ぜひご覧ください。

http://www.unicef.or.jp/index.html

編集部員の月ときいて思うこと、いかがでしたか？次ページからは、先号から連載が始まった隔月特別講義共済基礎へ
の質問と回答が載っています。記事とともにご覧ください。（編集部）

Me~dia 10　名大生協 unicef 班

各国での活動レポートなども載っているので

一見の価値があると思います。
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(35歳)
さいきょうたろう

(25歳)
ばいしょうせきひで

タヌローが変身した姿。共済への理解を深めてもらおうと日夜励んでいる。意外にも、横から見ると普
通( ？ )の髪型に見える(正面から見た姿は前回掲載)。独身、彼女イナイ歴35年。

斉京研究室の助手。名前の通り責任感の強い男である。冷静なツッコ
ミと判断力を引っ提げ、今回より講義のTAを務める。

注
記
：
タ
ヌ
ロ
ー
が
変
身
す
る
と
い
う
の
は
、M

e~dia

編
集
部
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
設
定
で
す
。全
国
共
通
の
設
定
で
は
な
い
の
で
御
了
承
を
。

　少しでも分かりやすく、という思いが読み取れました。大事なことですからね。（はせじゅんさん）
　→これからも精進します。読みやすさを目指しているので、深い話を期待される方には物足りないかもしれませんが、い
つか補講もやる予定なので…。(斉京）
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文責：斉京太郎（共済班）

ラ
ク
ガ
キ
し
な
い
で
…

第２講 ～共済給付までの道のりを知る～

１．まず窓口で、共済の給付を受けたい旨を伝えてください。
２．職員がいくつか質問をしますのでそれにお答えください（10 ～ 15分程度）。
３．必要な書類を受け取り、完治してから必要事項を記入してください。
４．提出すれば3週間ほどで、給付審査を経て共済金の給付となります。

 窓口→北部厚生会館２階の組合員コーナーのことです。黒板に場所を図示してあるので、わからない人は  
 そちらをみてください。
 いくつか質問→その場で答えられるような簡単な質問なので、そんなに緊張する必要はないですよ。
 完治してから→完治しないと、治療費の総額がわからないですよね。よって完治後に書類を書くわけです。
 共済金の給付→銀行口座振り込みという形で支払われます。

共済の給付申請手続きは意外と簡単
悩んだらまず組合員コーナーへ行こう！

次回開講→12月　講義内容は秘密☆
 課題→Me~diaアンケートに講義の感想や

共済に関する質問を書いて送ること

　タヌローってペンギンじゃなかったんだ?!そう思ったのは私だけなのかなあ?（かときち）
　→「タヌローにはクチバシが無いじゃないか、クチバシがぁ !」と先生が妙に興奮して言っておりました。私は名前の通り
タヌキだと思っていましたが、やはりフクロウの方がかっこいいような気もしますね。(梅床)
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vol.4

 長かった夏休みも終わり、とうとう後期のスタートです。名古屋もそろそろ涼しくなってきて、

「読書の秋」と言われるように読書に最適な季節になってきました。「夏休みはたくさん本を読も

うと考えていたけど、結局計画倒れだったな～」って人は、ぜひリベンジしましょう！

最近はこんな活動してます！（７～９月）
最近の学読班は…

夏休みも楽しく読書！

 ７月は、南部書籍に学読的活字中毒拡大版を設置。メンバー選りす
ぐりの６冊を紹介しました。また、７月20日には、生協職員さんととも
に、読書マラソンコメント大賞のビラ配布を行いました。拡大版見逃
した！という人も大丈夫。いつものように拡大版もこのページで紹介
しています。お気に入りの１冊を探してみてください。
　８・９月は学読的活字中毒も夏休みでしたが、10月から復活です。
ぜひまた南部書籍に足を運んでくださいね。これからが読書の秋本
番！さらにがんばって活動していきます☆

●本のタイトルでしりとり♪企画
　学読班メンバーは、夏休み中も楽しく読書をするために、本のタイトルでしりとりをする企画を行いま
した。前の人が読んだ本のタイトルの最後の文字で始まるタイトルの本をできるだけ早く読み、その感
想をメーリングリストで流すというものです。「ちょっと本読みたいんだけど、これ！といった本がない
なぁ」とか「今まで読んだことのない本を読んでみたい」と思っている人は、こんな感じで本のタイトルで
しりとりしてみてはどうでしょうか？前に読んだ本や友達の読んだ本など、いろんな本としりとりして本
を探してみると、新しいジャンルとの出会いがあるかもしれませんよ。

　「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」ともに、まだまだコメント
募集中！〆切はどちらも10月15日（土）です。夏休みに本を読んだ人は、ぜひ参加してみてください。詳し
くは、南部書籍・北部書籍にお問い合わせ下さい。
　※「名古屋大学・読書マラソンコメント大賞」の応募用紙は、名大生協Webサイト（http://www.nucoop.  
       jp/）からのダウンロードも可能です。

書籍からのお知らせ

アメリカではカトリーナ、日本でも台風14号が多くの地域を暴風域に巻き込みながら通過し、多くの被害をもたらしまし
た。そんな台風の季節、今回は編集部員に台風についての思い出を語ってもらいます。（編集部）
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～今月の特
集 ～

～今月の特
集 ～

　いざ本を読もうと思っても、普段あんまり本を読んでいない人にとっては、どんな本が出ているか情報
を集めて、お気に入りの本を見つけるのはけっこう大変。今回は、お気に入りの本を見つけるヒントを紹
介します。普段よく本を読むという人も、いろいろな情報を集めてみると、今まで読んだことのないジャ
ンルで面白そうな本が見つかるかもしれませんよ。

本の情報はいろんなところに！

みんなのオススメは？

とりあえず本屋さんへ！
　巷の書店に行くと、新しく出た本は
コーナーが設けてあったり平積みにさ
れていたりします。名大の生協書籍でも
専門書については新刊コーナーを設け、
文庫本では人気ランキングを発表する
こともありあります。目に留まった本を
手にとってみましょう。

Webサイトの“レビュー”
　また、インターネットで本を購入でき
るサイトには、本の紹介のひとつとして
実際にその本を読んだ人に“レビュー”
（その本のあらすじや読んだ感想など）
を書いてもらうところがあります。興味
のある本があるから誰かに感想を聞い
てみたいけど、自分のまわりには読んだ
人がいないっていうときにはオススメ
です。

読書マラソンのコメント
　面白そうな本は見つかったけど、
「本当に面白いのかな」とか「他の人
は読んでどう思ったのかな」って気
になるときありますよね。生協の書
籍では、読書マラソンでみなさんか
寄せられたコメントを、POPとして
本のオビに貼ったり掲示したりして
いるので、ぜひ参考にしてください。

学読的活字中毒を活用
　新しい本ばかりではありませんが、本
好きのメンバーがこれは！という作品
を紹介しています。２冊ずつしか紹介で
きませんが、「たくさんの本を目の前に
すると迷っちゃう…」という人は、これ
ら２冊から好みに合う方を選んでみる
というのもアリですよ。

Webサイトでチェック☆
　さまざまな書店のWebサイトやイン
ターネットで本を購入できるサイトを
見ると、新刊情報や人気ランキングがよ
く載っています。その本の著者や関連商
品についての情報もすぐ手に入るので、
それらを参考にして選ぶのもいいかも
しれません。

　生協の書籍で右のような冊子を目にしたことはありませんか？これは「読書の
いずみ（izumi）」といい、学生が企画し参加する学生のための読書情報誌です。年４
回（３、６、９、12月）発行していて、毎号著名人や先生へのインタビューや話題の
テーマの記事が満載。ぜひ手に取ってみてください。
　また、「WEB読書のいずみ」（http://izumi.univcoop.or.jp/index.html）では、月間
ベストセラーなどを見ることができます。

「読書のいずみ（izumi）」を見てみよう

　どうでしたか？お気に入りの本は見つかりそうでしょうか？次のページからは、夏休み前に南部書籍
に設置した「学読的活字中毒拡大版」の紹介です。ここで紹介する本もぜひ読んでみてくださいね。

　中学の時やったかな…家の屋根瓦が飛んだ！それだけで終われば良かったが、その飛んだ瓦が駐車場にとめてあったう
ちの車のバックガラスをぶち破った！被害が我が家の中でとどまったからよかった…のかな？（はむはむ）
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読書好きな輩が送る今月の一作

のおすすめ
『働くということ』
 黒井千次　著
講談社現代新書　　価格：735円

　主人公はラジオの放送作家。ある日、彼
のもとに火星人を名乗る男が現れ、自分を
取材するように要求する。だが作家は笑
う。だってその男はどう見たって火星人で
はなくて人間なのだから。きっと気が違っ
ているのだろう、と。しかし男は言う。自分
は「人間そっくり」の火星人なのだと。だか
ら区別がつかないのだと。作家は信じない

が、可能性までは否定しきれない。確かにない話ではないと。
かくして人間か火星人か分からない男を前にして、作家は自
らが人間であることさえも疑い始める。
　さて、あなたは自分を人間だと証明できるだろうか…？

活字の海に溺れて～拡大版～

のおすすめ のおすすめ
『暗黒童話』 
 乙一　著
集英社文庫　　価格：620円

『星界の紋章 <1> 帝国の王女』
 森岡浩之　著
ハヤカワ文庫　　JA価格：525円

のおすすめ
『人間そっくり』
 安部公房　著
新潮文庫　　価格：380円

　みなさんはアルバイトで仕事をしてい
て、この仕事を「毎日続けていたい」とか、
「毎日毎日やるのはつらいな」とか思うこ
とはないですか？将来就職して、毎日「明
日も頑張りたい」と思えたら楽しそうで
す。これって、実際に“就職して仕事をする”
時には、お金をもらうこと以上に重要なこ
とじゃないでしょうか。

　仕事をする際に、楽しくできるかそうでないかは、どんな
原因によるのでしょう？仕事を楽しくやるために必要なこ
と、仕事がつらくない理由、第１のキーワードは、「仕事が自
分の中に入ってくる」です。

　銀河の半分を支配する巨大な帝国を築
いた種族、アーブ。
　帝国に故郷を侵略され、突然貴族と
なってしまった少年が初めて出会った
アーブの少女は、彼に向かってこう言い
ました「ラフィールと呼ぶがよい！」。ふ
たりは突如始まった戦争に巻き込まれて
孤立し、苦しい戦いを強いられます。

　この作品の見どころは、SFなのに「ワープ」を使わない世
界観、そして事細かに記された「アーブ語」でしょう。また、文
化や価値観の違いを通して近代国民国家を批判的に捉えた
視点にも注目です。ただこれだけは言わせていただきましょ
う、殿下カッコイイよ殿下。

　事故で失った片目の代わりに移植され
た眼球。その“眼球の記憶”が突然見えるよ
うになった主人公。記憶を失い、両親の愛
情をも見失った彼女は、その“眼球の記憶”
を頼りに旅に出るのだった…。
　読書マラソンでも大人気の乙一の長編
ホラー。でも、ホラーと一言で表すのは
もったいない！恐ろしくも切なく悲しい、

そしてどこか温かささえ覚える物語。乙一は初挑戦という人
にも、すでに乙一の作品をいくつか読んでいる人にもおすす
めです。乙一ならではの臨場感あふれる表現と巧みな文章構
成で、日常と異なる世界を味わってみてください。

　夏休み前にたくさん本を紹介しよう！ということで、学読班メンバーは気合いをいれて、それぞれお
すすめの本を持ち寄りましたが、南部書籍ですべてを紹介するのは難しかったので、学読班内で特に人
気の高かった６冊を店頭に並べて頂きました。まずはその６冊を紹介します。

　MY出身地岐阜には台風は来訪しません。ゆえに台風に関する思い出など、近隣の三重県や愛知県に暴風警報が発令され
るのをほぞをかんで見守る程度しかないのであります。(ひでっちょ）
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　10月から、また学読班の活動が再開。メンバー一同、読書の秋だ♪と意気込んでがんばってい

きます。この機会に「学読班に入りたいな～」とか「ちょっと面白そうかも」と思った人は、ぜひ学

生委員会のアドレスへご一報を。お待ちしています☆

のおすすめ
『夏の庭 ―The Friends』
 湯本香樹実　著
新潮文庫　　価格：420円

のおすすめ
『かもめのジョナサン』
 リチャード・バック　著・五木寛之　訳
新潮文庫　　価格：500円

　カモメはなぜ飛ぶのだろう。普通のカモ
メは、えさを得るために、つまり自らが生
きるために飛ぶ。しかし、ジョナサンは違
う。飛ぶという行為の限界に挑戦し、飛ぶ
ために生きている。もちろん生きるために
は必要がない。果たしてこれは無駄なこと
だろうか。
　役に立たないと言ってしまうことは簡

単である。しかし、私たち人間もこれと同じではないか。何故
スポーツで新記録を目指し、また真理を追究するために研究
するのか？そして何故生きているのか？人間らしく生きる
ということが物語の中、また美しい写真の中からほのかに浮
かび上がってくるかもしれない。

　『死』とは一体何でしょう？ただ心臓の
動きが止まって、呼吸しなくなって、動か
なくなるだけでしょうか？
　ある夏、３人の少年は面白半分で『生け
る屍』と化したおじいさんの“観察”を始め
ます。死ぬ瞬間を見届けるために。しかし
少年たちとおじいさんとの交流は深まり、
不思議とおじいさんは元気になっていき

ます。ところが夏休みの終わり、おじいさんの死はあまりに突
然やってきました。そこで初めて体験した『人の死』を通して、
少年たちが成長していく物語です。おじいさんの死から後の
少年たちの成長振りには感心させられますが、それ以上に『人
の死』というものについて深く考えさせられます。

～その他お勧めの本～
　ここからは、惜しくも店頭には並べられなかったけれど、メンバーからの一押しだった作品を簡単に紹
介していきます。

『２人はともだち』
 アーノルド・ローベル　著
 文化出版局　　価格：897円

『ダウン症の子をもって』
 正村公宏　著
 新潮文庫　　価格：420円

『川の深さは』
 福井晴敏　著
 講談社文庫　　価格：680円

『ささらさや』
 加納朋子　著
 幻冬舎文庫　　価格：600円

『Missing』
 本田孝好　著
 双葉文庫　　価格：630円

『光の王』
 ロジャー・ゼラズニイ　著
 深町真理子 訳
 ハヤカワ文庫SF　　価格：987円

『ロードス島攻防記』
 塩野七生　著
 新潮文庫　　価格：420円

『天才科学者たちの奇跡』
 三田誠広　著
 PHP文庫　　価格：540円

『スカイ・クロラ』
 森博嗣　著
 中公文庫　　価格：620円

絵本

小説

科学の読み物 ノンフィクション

文責：学生に読書をすすめる班（学読班）

　台風が来ても、学校がまず休校にならないのはお約束です。
雨を含んで湿って固まった土を、或る人は「チョコレートの色」と言いました。また、或る人は「う○この色」と言いました。
どちらが正しいでしょうか？ (ひろひー )
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ショッカータイムス
第３2回

第一章　特集ページ

　今回は豆腐特集です☆豆腐は大豆タンパク質を含んでいて、低カロリーなので健康食品として世界中で

注目されています。加工しやすいので、さまざまな料理で幅広く使われています。

豆腐の角で頭をぶつけて死なないように注意しましょう！！

とうふ

一説には、今から２千年余も前、漢の時代に准南王劉
安（わいなんおうりゅうあん）によって創案されたと言
われている豆腐。この「豆腐」という文字の由来はという
と、中国では「腐」という文字が「固まる」とか「柔かい固
体」を意味していることから、「豆を固めたもの」という

意味だと考えられます（「くさる」って意味じゃないん
ですね）。
日本に豆腐が伝えられたのは奈良時代。遣唐使が豆腐
を持ち帰ったと言われています。その後江戸時代になっ
て、一般的に普及しました。

木綿豆腐 基本。粗い感触から名称したと考えられる。

ソフト豆腐 凝固中に出る上澄み液をあまり取らずに仕 
 上げた豆腐。木綿豆腐の一種。
　
寄せ豆腐 型箱に入れる前のもの。木綿豆腐とは一味 
 違った食味、風味あり。
　　

絹ごし豆腐 凝固剤を入れ攪拌せずに型箱(中に布なし） 
 に入れ、圧力をかけずに固める。柔らかい。
　 「絹ごし豆腐」というが、絹の布でこすわけで 
 ない。

充填豆腐 凝固剤と一緒に１丁ずつの容器に注入（充 
 填）、密閉し、加熱して凝固。機械化され、殺菌 
 されているので日持ちがよい。

カルシウム 植物性食品としては豆腐が1番多く含 
 み、その吸収率も高い。その含有量は牛 
 乳よりも多い。
レシチン 大豆に含まれていて、血管に付着した 
 コレステロールを溶かしたり、固まる 
 のを防ぐ、記憶力・集中力の増進、脳の 
 老化、ボケ防止などに効果がある。
イソフラボノイド 骨からカルシウムが溶け出しもろくな 
 るのを防ぐ。
オリゴ糖 腸内の善玉菌(ビフィズス菌)の栄養源 
 となり、増殖・活性化させる。
リノール酸 不飽和脂肪酸の代表格でコレステロー 
 ルを減らしたり、神経・記憶・血圧に作 
 用する。

高校時代、朝学校についたら学校が休みだった。家を出るときは暴風警報出てなかったのに…。そんなわけで暴風の中、
意味なくがんばりました。（ふーちょ）
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★にがり★

　海水を煮詰め、水分と塩分を取り除いた残りの液体。
凝固剤のほか、80種類以上のミネラルが含まれている
ことから、近年、健康やダイエットにも用いられている。
便秘改善・美肌効果あり（？）

①水洗い 乾燥した大豆は水をよく吸うのできれいな 
 水で洗う。
　
②浸水 約15度の冷水で15～ 16時間、涼しい場所で 
 水を吸わせる。水を吸うと大豆は、約2倍に膨 
 れる。
　
③磨砕 大豆を水切りし、新しい水を加え、すり潰す。
　
④加熱 火にかけ、煮沸させ、5～ 6分かき混ぜる。 
　
⑤ろ過 煮えたらこし袋で、「豆乳」と「おから」に分けるた 
 め、 豆乳の温度が下がらないよう(70 ～ 75度） 
 素早く絞る。（これより低い温度では「ニガリ」を 
 使っても固まらない。）豆腐表面の泡をすくう。 
　
⑥凝固 豆乳を同一方向にゆっくり回し、渦が出来た 
 ら「にがり」をいれかき回し続け、とろみがつ 
 いてきたら休ませる。 
　
⑦崩し ⑥を上澄み液と分離させる。 
　
⑧型入れ 型箱(中に布あり）に冷ました⑦をいれ、圧力 
 をかけ放置して水分を抜く。
　
⑨型だし 型から出して出来上がり。

★豆乳★

　にがりで固める前の乳状の液体。豆腐の副産物。近年、
栄養バランスが高く、生活習慣病・肥満の予防に効果が
あることが解明されてきた。

木綿豆腐の例
（ http://www.fujimuraya.com/shopping/fr/chifr.html ）

・冷や奴 夏の定番メニュー！
 これを食べずして夏は終われない！！
・湯豆腐 冬の定番メニュー！
 これを食べずして冬は終われない！！
・みそ汁 朝の定番メニュー！
 これを食べずして一日は始まらない！！
・麻婆豆腐 中華の定番！
 レシピは次のページをご覧ください。
・みそ田楽 味噌と組み合わせて大豆タンパク質をより 
 たくさんとりましょう☆

但馬屋食品：「豆腐雑学」　http://tajimaya-foods.co.jp/knowledge.htm
愛知県豆腐商工業協同組合：「豆腐の種類」　http://www.aiweb.or.jp/otoufu/htm/shurui1.htm
豆腐屋ドットコム：「豆腐の栄養と効果」　http://www.tofu-ya.com/category/tofu-chisiki/siru/eiyou-kouka.htm

材料：大豆・きれいな水・にがり

・豆腐ハンバーグ 食費を浮かせたい下宿生にはもっ 
 てこいの料理。お肉と豆腐を混ぜて 
 作ります。
・油揚げ これは用途が豊富。サラダや炒め物、煮 
 物などに。いなり寿司がオススメです。
・がんもどき 肉を食せない僧侶が、雁に味を似せて 
 がんもどきを作ったのが始まりです。
・高野豆腐（凍り豆腐） 豆腐を凍らせて水分を抜くだけで 
 出来る保存食です。

　豆腐を使った料理を、オースドックスなものから色々と紹介します。

「たいふう」はなんで「台風」って書くのかすごく不思議に思ってました。「大風」って書けばいいのに。いや、どうでもい
いですね。この話題やめ！うーんとね、というか台風って弱すぎる気がしません？一度くらいカトリーナみたいのが来て
ほしいですよね。（ゆーすけ）
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豚挽肉   180 ｇ
絹ごし豆腐 一丁
にんにくのみじん切り 小さじ１
しょうがのみじん切り 小さじ１

（Ａ） 豆板醤　 小さじ１
 甘味みそ　 大さじ１

（Ｂ） 酒 少々
 鶏がらスープ １カップ
 （湯に溶いたもの）

第二章　 料理魂

① 豆腐を横二等分に切ってから、縦四等分に切る。
② 豆腐を斜めに包丁を入れていき、ひし形に切る（火が
通りやすくなる）。

③ 鍋を強火で熱し、油をよくなじませ挽肉を加え、うま
みが出るまで十分に炒める。

④ にんにくとしょうがを加え、香りが出たら（Ａ）も加
えてさらに炒める。

⑤ （Ｂ）を加えて混ぜ合わせた後、豆腐を崩さないよう
に慎重に加える。

⑥ 豆腐を加えた後はお玉の背で押すようにしながら混
ぜる（普通に混ぜると豆腐が崩れる）。

⑦ 中火にし、豆腐によく火が通るまで炒める。
⑧ （Ｃ）を加えて調味し、水溶き片栗粉でとろみをつけ
る。

⑨ 香り付けにごま油をたらし、最後にねぎを加える。
⑩ 出来上がり。 

今回紹介する料理は、第一章で紹介した豆腐の定番料理である麻婆豆腐と、そのお供の春巻きです。どちら

も家庭料理として普通に作られているものだと思います。皆さんも作ってみてはいかがでしょうか？

（Ｃ） オイスターソース 大さじ１
 砂糖 大さじ１
 しょうゆ　 大さじ２
 塩・うまみ調味料 少々

水溶き片栗粉 大さじ１
 （倍量の水で溶いたもの）
ごま油　 大さじ１
ネギのみじん切り　 適量

四国に住んでいた小学生の頃、台風が来そうな日の前には警報発令時向けの時間割が配布されました。１限目から４限
目まで組まれたそれはNHK教育の番組を元に組まれてたり。例えば図工：｢わくわくさん｣、国語：｢あいうえお｣…みんな
やってるわけないと思いつつ他にすることもないそんな台風の日。（まや）
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今回は豆腐について紹介しました。どうでしたか？豆腐って言うのは奥深く、これからの時期には湯豆腐なんかい
いですね～。今回の料理会は初めて１年生がメニュー決めから参加したもので楽しかったです♪これからも先輩達
と色々な料理を作っていきたいと思いました！夏には旅行に行って皆で料理対決をするので、その時のレシピはま
た後日載せます☆ 
 文責　ショッカー

① 豚肉を細切りにし酒・塩、胡椒少々。卵白少々、片栗粉少々を加え混ぜ合わせる。
② キャベツは千切り、椎茸、筍、ピーマンは細切りにしておく。
③ 鍋を温めサラダ油を多めに温めて、豚肉、野菜を炒め、醤油大さじ２、酒大さじ１、砂糖小さじ１、胡椒少々で   
調味する。

④ 片栗粉大さじ１を水で溶き鍋に加え、さらにごま油少々を加え混ぜ合わせる。
⑤ 炒めた具を１０等分し皮で巻く。
 
＊巻き方のコツ＊
　 　Ａ）中心より下において、きゅうきゅうしめながら巻く。
 　　Ｂ）左右を合わせた角は重ねない。
　 　Ｃ）のりしろには小麦粉を水で溶いたものをべったりと付けて閉じる。
　 　Ｄ）巻き上がりは、中心パンパン、外スカスカ、が理想。

⑥ 巻き上がった春巻きを油で揚げる。

春巻きの皮 10枚
豚肉薄切り 100ｇ
（むきえびなど他のものでも代用可）
キャベツ 300ｇ
椎茸 大２個
酒・塩・卵白・片栗粉・胡椒 少々
醤油 大さじ２

イメージ的に手間がかかって作るのが大変そうでしたが、実際に作ってみるとみんなで作るとあっという間で楽
しかったです。春巻きは最初、キャベツの量に驚きでしたが炒めると嵩が減り案外普通にいけました。巻く時はポイ
ントとして、はじめはきつく、終わりは緩くと言うのがありましたがあまり実践は出来ませんでした・・・。とりあえ
ず形がまとまればOKですよ。揚げたてはサクッとしていて最高ですよ☆麻婆豆腐は炒める時にいかに豆腐を崩さ
ないかがポイントです！豆腐のためにも大きめの鍋で作ってあげましょう！！

名古屋はいつも台風が鼻先をかすめて去ってゆく神秘の都市です。あまりの素晴らしい立地条件故に適度に夏暑く冬寒
い、雪は滅多に積もらない、台風は雨だけ降って学校は休みにならない、何て素敵なところでしょう。幼い頃は恨めしくて
仕方ありませんでした。（リト）
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4問正解の人がたくさんいまし
た。自分の生活圏外の場所は結構知
らないものですね。4番は「学生委
員会室」です。「南部食堂」と答えて
くれたみなさんごめんなさい。南部
食堂と購買の間を通り抜けた先に
存在します。建物としては南部食堂
の裏にあります。5番のIBカフェでは、夜になるとアルコール類も取り扱っ
ています。ぜひ一度利用してみてください。さすがに2番はほとんどの人が
正解でしたね。
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今回の当選者は さんです。

おめでとうございます。

（敬称略）

◆正解者◆

玄米フレーク　そう　チャラ
ペソ　没一

台風といえば、昨年の秋頃、激しい雨と風と雷により委員会室から出るに出られなくなったのを思い出します。時計の針
は9時を回り、南部購買裏ではその機能を果たさなくなった信号が暗く佇み、窓の外をまだ緑の葉を茂らせた枝が駆け抜け
ていき。今年の秋は平穏に過ごしたいものです。（のん）
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タテのカギ
   1. ○○に小判。
  2. 小学校とかで使ったかな？島や国の輪郭だけ書いてあり、そこに 
  地名を書き込んだり色を塗ったりしました。
   3. 舞台の床下の地下室。
   4. 世界的に最も古い果樹の一つ。【秋】
   5. ♪○○、○○、○○、とっても大好き♪
   6. 集団から抜け出ること。
   7. 実はマツタケ科。【秋】
   9. 夏目漱石作。「三四郎」「それから」と共に三部作。
 10. 秋の彼岸の中日。今年は9月23日。【秋】
 11. 陰暦19日夜の月。
 13. 最も普通の赤とんぼ。【秋】
 14. 日本工業規格。
 17. 肉をかみ切ったりする歯。
 18. 祝☆結婚10周年。
 19. 品種が非常に多く、花色は白・黄・桃・赤などの多年草。【秋】
 21. 藤が丘からリニモに乗ると通ります」。○○○○○通駅。
 26. 君の言動は○○○を欠いているよ。
 27. そろそろ天気予報で○○○注意報が多くなります。【秋】
 28. 小さい頃はみんな持ってたもの。あなたは今でも持っています 
  か？
 33. 黄色い果物。【秋】

ヨコのカギ
   1. そんなの○○○○○○うわさだよ。
   5. ○○○日の思い出。
   8. 日本と北朝鮮の間にあります。
 10. 宝船に乗ってたりします。
 12. 塀、壁などにはわせる。【秋】
 13. あゆのすし。
 15. ○○壮大。心の広さ。
 16. 私の。
 18. お月見には欠かせない？【秋】
 20. あれもこれもと狙って一物も得られないこと。
 22. 日が入ろうとしてあたりの暗くなるとき。
 23. 10月の異称。正式は○ミ○○○。【冬】
 24. 裏表紙作者。
 25. 売れ残りの処分などのために安く売る商品。
 27. このパズルの作者。
 28. ミカン科で、ミカンに似た果実と白色の小さな花をつける。【秋】
 29. 秋の末のことをこういいます。【秋】
 30. レポート提出の○○○○は守ろうね。
 31.○○のいい魚。
 32. パンはこれからできてます。

A

B

C

E

D
A B C D E

暴風・大雨・強風・洪水・波浪警報発令中の真っ只中で米倉千尋「嵐の中で輝いて」を唄いながら放浪してみたいのですが
未だに実現してません。つまり思い出ではありません。これから思い出にします。(だつ)
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今一番ほしいもの。

それはprivia（CASIO

の電子ピアノ）。大き

さ、質、値段、どれを見ても文句なしで

す。バイトで貯めたお金で買うぞー！

（騒音もヘッドホンがあればO.K.です

し）。

　　　　　　　　　　  （はせじゅん）

10月号のテー

マ“今一番ほし

いもの”ですが、

パソコン並み

に、ホームページの閲覧が出来る携

帯電話です。少しづつ、この種のも

のが出かかっているらしいですが、

本誌で紹介してほしいです。 （K・Y）

今一番ほしいものは

「いいバイト」です。夏休

みはバイトするくらいし

かないんだけど、地元に

条件のいいバイトがないんです。わざ

わざ毎日名駅とか栄まで行くのも大変

だしなぁ。みなさんのバイトでの成功

や失敗はありますか？ （Wild Horse）

「せか中」よりも「いま、

会い」よりも、もちろん「電

車男」よりも素敵な、素敵な恋がした

い。だから、素敵な恋人がほしい。その

人と、世界一の恋をします。まぁ…と

りあえず少なくとも出会いが欲しい。

　　　　　　　　　　　（B.I.L.Y.）

今一番ほしいもの

は千切りが出来るス

ライサーです。にんじ

ん、大根、きゅうりの

サラダが作りたいので。 （チャラ）

気づいたらもう秋。後期が始まって、新しい生活がまたはじまったような気
がします。伝言板も新しい皆様からの投稿をじゃんじゃか紹介しちゃいます。

去年、自転車で学校に行くときに台風が強すぎて、傘が壊れ、コンビニでカッパを買おうとすると、売っていなくて…び
しょ濡れ…。そのとき、休講になり助かりました。（シュウセイ）

液晶テレビが欲し

いです。 （Ｙ）
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Me~dia 10　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

12月号の投稿テーマ

 

12月号以降に掲載を予定しているテーマ
○自分流携帯の使い方

○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

○ダイエット特集

○定期テスト対策

35

夏休みの友

さくらももこのエッ

セイでも言及されてい

たように、この冊子は

「友」というより「敵」に

ちかいような…。でも、三年生の時の

カラーページに掲載されていた「亀

山キツネ話」は大好きでした。

 （みかん）

「愛知県などで使用され

ている…」って、無い地域

もあるんですか！？某マ

ンガで「夏休みの友」（人間

ver）がネタになっていたので、全国区

だと思っていました。 （そう）

小・中の頃の夏休みの宿題で自由研究や工

作などは時間がかかってたけど、“夏休みの

友”だけはいつも最初の5日間で終わらせて

ました。継続すると言うことは無視していました。

 （玄米フレーク）

食べ過ぎた日の帰り

は、必ずエレベーターで

はなく、階段を使う。ち

なみに、ウチはマンショ

ンの12階です（笑） （mi）

自分ルール

おすすめマンガ 暇なときにすること

読みたい。薦めたい。あなたのお
すすめマンガを紹介してください。

暇なときって何してますか？
こっそり？あなたの生活を教えて
ください。

昨年の10月に台風が襲ってきたとき、私は、「台風だから、どうせ授業は休みだろう。」
と思っていました。しかし、後から授業があったことを知り、驚きました。
だから、大学では台風があっても、授業が実施されることもあると認識することになりました。（りじゅ）
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　ココナツサブレ100はうまいよね。「美味し
くない」と答えた人が0人でうれしい。
　　　　　　　　　　　　　　（Wild Horse）
→僕の周りでもファンがたくさんいますよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（むー）

　うな丼が楽しみ！うなぎって、時々無性に
食べたくなる～。　　　　　　　（かときち）
→僕もうなたま丼を食べてきました。手頃な
値段でしかも美味しい。　　　　　　（むー）

　今年こそ「うな丼」が食べたいです。  （B・M）
　うな丼が食べたいです。　　　　（dera1st）
→一度でいいから2000円ぐらいのうな丼を
たべたい。　　　　　　　　　　　　（むー）

　自分の好きなお菓子が上位にあってうれし
かった。　　　　　　　　　　　　　（T＆M）
→アナタの舌は確かな味覚を持ってるようで
すね。　　　　　　　　　　　　　　（むー）

　歯科医院へ通院しているのでお菓子には縁
がないのですが（泣）面白い企画だと思ってい
ました。　　　　　　　　　　（はせじゅん）
→毎年恒例です。総代会に足を運べば見れま
すよ～　　　　　　　　　　　　　　（むー）

　季節にピッタリのフェアがあってその季節
を存分に味わえるので良いと思います。
　　　　　　　　　　　　　（玄米フレーク）
→今度はみちのくふぇあ、北海道フェアにこ
うご期待。　　　　　　　　　　　　（むー）

　食堂部の企画が楽しみです。どの食堂で行
うのか（全部なら全部、と）書いてもらえると
助かります。　　　　　　　　　　　（そう）
→了解しました。後輩に伝えておきます。なか
なか、発行時期と、企画の決まる時期があわず
苦戦しているのが現状です　　　　　（むー）

　ころりんゼミの結果が気になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　  （T＆M）
→ころりんゼミの結果は…　第１位…鶏五目
２位…鮭トロマヨネーズ　３位…煮豚　４位
…玉子炒飯　５位…たらこマヨネーズ　６位
…焼き肉マヨネーズ、つくね　７位…高菜め
んたい　８位…照り焼きチキンマヨネーズ　
９位…とんかつ、になりました。　  （りじゅ）

　クラス写真の本山原人賞、光合成賞って
何？想像できない賞なんですけど。 （COURS）
→「本山原人賞」と名付けたのは、20年前の
名大生の姿によく似ていたからです。ちなみ
に名大生が「本山原人」と呼ばれていたのは、
本山のあたりをリュックサックを背負って
前傾姿勢で歩いていたからです。また「光合成
賞」と名付けたのは、みんなで体を伸ばし、水
を得て上へ大きく成長する植物を表現してい
て、農学部らしかったからです。　　（りじゅ）

　声カード傑作集楽しみにしています。注目
は奥村さんの取材レポート…か？
　　　　　　　　　　　　　　（はせじゅん）
→Me ～ diaのそばに置いてあります。ぜひ
持って行って下さい。もちろん奥村さんの取
材レポートも掲載されています。　  （りじゅ）

　う～ん。他の記事に比べて、華やかさに欠け
る気がします。　　　　　　　　　  （B.I.L.Y）
→華やかさに欠けているところが私の記事の
特徴です。私の記事は、基本的に地味で真面目
な傾向があります。どうか許して下さい。　
　　　　　　　　　　　　　　　　（りじゅ）

　生協まつりなんてあったのですね。知って
いればなぁ…。　　　　　　　　　　  （そう）
→でも、また12月に生協まつりが北部地区で
開かれるので、もしよろしければ参加して下
さい。　　　　　　　　　　　　  （りじゅ）

　夏といえばやっぱお祭りですね！今年の夏
は忙しくて行けなさそうですが、浴衣には袖
をとおしたいなあと思います。そのためには、
祭に行かないと…。　　　　　　 （かときち）
→浴衣なんて温泉へ行ったときかお祭の時く
らいしか着ませんよね。部屋の中で一人浴衣
着てても寂しいだけですから、来年はお祭へ
行けると良いですね。　　　　　（はむはむ）

　夏といったらお祭りですね!!岐阜の祭も紹
介してほしかったです。（T＆M）
→岐阜の祭は、情報不足と時期的にちょうど
良いものが見つけられなかったので今回は取
り上げませんでした。取り上げてほしいお祭
があれば、ぜひ編集部へお寄せ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　（はむはむ）

　どまつりの情報が役に立ちました。
　　　　　　　　　　　　　　　（黒龍の雛）
→ありがとうございます。実際に出かけてみ
て初めて分かることもあります。あの記事で
どまつりの魅力をどれだけ伝えられたか自信
がなかったのですが、そういってもらえると
うれしいです☆　　　　　　　　（はむはむ）

　カップルでみなと祭にでかけると、別れる
というジンクスがあるそうです。みなさま、来
年はお気をつけください。　　　　　　（mi）
→一緒に出かける相手がいない人は関係ない
ですね(涙)。　　　　　　　　　　(はむはむ)

　小生、岡崎市在住なので、いつも通り、8/6
（土）夜には、自宅から花火が見えます。（K・Y）
→羨ましいですね！自宅で見る花火は花火大
会とは別の趣があって素敵だと思います。う
ちからは残念ながら見られませんが…。（リト）

　週末に大きな台風が来た次の月曜日のこと。どうせだったら今日台風が来てくれたら学校休みだったのに、とか思いつ
つ小学校に来ると…。校庭にあった、大きなポプラの木が２本無くなっていました。どうやら、風にあおられ倒れたみたい
で。別れは突然やってくることを知った小５の秋でことでした。（みっくす）
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　お化け屋敷怖いです!!!Blood Pyramidもと
てつもなく怖かった…　　　　　　  （T＆M）
→私もこっそり入りました。やっぱりお化け
怖い～　　　　　　　　　　　　（ひろひ～）

　機械作りのお化け屋敷は僕には通用しませ
ん。だから、ぜひギネスにも認定されている富
士急ハイランドのお化け屋敷に行って真の恐
怖を味わってみたい。で腰を抜かして動けな
くなったりして…。　　　　 （玄米フレーク）
→やっぱり私はwetで人間的なお化け屋敷が
怖いですね。　　　　　　　　　（ひろひ～）

　江戸時代のお化け屋敷が気になります。「悪
趣味すぎる」って、どんなのだったのか…。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（そう）
→彼がお化け屋敷なんてものを作り出したの
が全ての元凶だったのです…　　（ひろひ～）

　お化け屋敷は好きです。怪談好きですから。
でも、一緒にお化け屋敷に入っていいという
人がいないので悲しい。　　　　　（みかん）
→1人では楽しさ（怖さ？）半減。2,3人位で入
るのが良いですよね。　　　　　（ひろひ～）

　星座の観察に関心がありません。（K・Y）
→これを機に興味を持つのも良いかもしれま
せん。星座のうんちくは何かと役に立ちます。

（ひでっちょ）

　さそり座も綺麗に見えるらしいです。
（はせじゅん）

→さそり座の女も綺麗に見えるらしいです。
（ひでっちょ）

　彼女と二人きりで…でも…今はいない…
はぁ…最悪　　　　　　　　　　　  （B.I.l.Y）
→独りで見上げる満天もなかなかによいもの
ですよ。泣きたくなりますけどね。
　　　　　　　　　　　　　　（ひでっちょ）

　ラス・アルハゲがハゲしく気になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （xyz）
→蛇を持つ者の頭、というのが原義らしいで
す。頭…禿…？　　　　　　　  （ひでっちょ）

　今年は矢田川（庄内…）の花火は中止なんだ
よ～。初めて他の花火を見に行くことになり
そうです。　　　　　　　　　 （Wild Horse）
　矢田川の花火が今年は中止でちょっと残
念。　　　　　　　　　　　（ダニー・チュン）
→ボクも楽しみにしていたのですが…。昔は
祖母の家から眺めることが出来たのですが最
近ではコンクリートジャングルに視界を遮ら
れてしまいました。　　　　　　　　（リト）

　今年は、花火大会行きたいです。（行けるか
な…（泣））　　　　　　　　　　　（COURS）
→見に行って戴けたでしょうか？ボクは今夏
行き逃してしまいましたが、冬の花火もなか
なか良いものですよね。というわけで、望みは
冬に繋ごうと思います。　　　　　　（リト）

　花火を見に行きたかったので助かりまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　   （Y）
→有難う御座居ます！！こういうことを言っ
て戴けるととても励みになります。これから
もよろしくお願いしますっ！　　　　（リト）

　私はかき氷もアイス派なので、あまり食べ
ないのですが、試してみたくなるのがいっぱ
いあっていいですね。個人的にはカラメル
ソースが気になります。プリンじゃないのね、
みたいな。　　　　　　　　　　（かときち）
→カラメルかき氷、試してみる価値はありま
すよ。僕の場合、初めてカラメルソースを作っ
たので副産物として大量のべっこう飴が生産
されました。作り方を覚えておくと、どこかで
役に立つかもしれませんね。　　　　（コウ）

　昔、かき氷を食べまくったら、秋になって頭
髪が大量に抜け、それ以来あまり食べません。
風流なものなんですがね。　　　　　 （K・Y）
→シロップが良くなかったのかもしれませ
ん。心のこもった自作シロップなら心配無用
だと思いますよ。　　　　　　　　　（コウ）

　ラッシーの作り方が気になっていたところ
です。参考になります!!　　　　　　 （T＆M）
→文句なしでお勧めの味ですよ。ぜひ一度お
試し下さい。作る人の裁量で様々な味が作り
出せるのも魅力です。　　　　　　　（コウ）

　教科書以外なかなかよめませんなあ…　　
　　　　　　　　　　　　　　　  （dera1st）
→授業と授業の合間とか、登下校の電車やバス
の中とか、本を読む時間ってけっこう探せばあ
るものですよ。2004年のMe～ dia10で、学読
班メンバーがどんなときにどんなところで読
書をしているのかが紹介されています。学生委
員会のWebサイトからMe～ diaのバックナン
バーが見られるようになっているので、よかっ
たら参考にしてみて下さいね。    　　（学読班）

　他の人がもっと本を読みたくなるような…
そんな、記事が欲しいです。僕は読むので（大
量に）すっごく興味深いです。　　　（B.I.L.Y.）
→私たちもそんな記事を書けたらな～と思
い、日々奮闘しています。こんな情報があった
らもっと本を読みたくなるかも！というご意
見があったらぜひアンケートなどに書いて下
さい。　　　　　　　　　　　　　（学読班）

　読書マラソンコメント大賞のコーナーが分
かりやすくてよかった。　　　　（黒龍の雛）
→ありがとうございます。黒龍の雛さんはも
う読書マラソンには参加されているのでしょ
うか？もしまだだったら、ぜひ参加してみて
くださいね。説明のとおり本当に簡単に参加
できますよ！　　　　　　　　　　（学読班）

　７月の拡大版楽しみにしています。（そう）
→ありがとうございます！拡大版見ていただ
けたでしょうか？ぜひ感想を聞かせて下さい
ね。　　　　　　　　　　　　　　（学読班）

　広島風と関西風ではびみょーにちがうんで
すかね。　　　　　　　　　　　　　（T＆M）
→微妙じゃなくて、作り方が全然ちっがいま
す！！　　　　　　　　　　　（ショッカー）

　お好み焼きって結構栄養あるんですね。私
は関西風が好きです。　　　　　　　（B・M）
→いろいろな野菜入ってますしね。広島焼き
も美味しいですよ。　　　　　（ショッカー）

　お好み焼きは匂いに誘われます。（dera1st）
→ですよね～。においだけでご飯三杯いけま
すよ！　　　　　　　　　　　（ショッカー）

　「第31」に歴史を感じました。いろいろ食べ
ているんだなぁ。いいなぁ。　　（はせじゅん）
→羨ましいでしょう（笑）　　　（ショッカー）

　台風というか暴風警報の思い出ですが…。高校１年生の５月頃のとある日、あろうことか遠足の日に季節はずれの暴風
警報が発令されました。そして、風全然吹いてなかったのに、バスはすでに学校に到着していたのに、遠足は中止に…。私は
寂しく独りお家で、遠足に持って行くはずだったサンドイッチを食べました（泣）。（にゃっこ）
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　ハムハムさんへ。私もあいすまんじゅう知ってま
す。その上大好きです！ 80％ぐらいあんこが占めて
いるところが特に良い！見た目が梅の花なのも可
愛くて、もう。              　　　　　　　　    （かときち)
→大好きって…(照)実はあれ全国区ですね。食べて
いるうちに溶けてきて手を汚してしまうことが昔
はあったんですが、手を汚さずに食べられるように
なったとき「大人になったな」と思いました。

（ハムハム）

　ページ下（P22）のアイス、ディッピン・ドッツとは
dipping'dotsと書きますか？珍しいことを教えても
らいました。「Solero Shots」のソレロはスペイン語
風ですが、意味は？  　　　　　　　　　　　（K・Y）
→綴りはDippin'Dotsですね。「Solero Shots」は商品
名なので意味は良く分からないです…。僕はドイツ
で食べたので、この商品が日本にあるかどうかは不
明。ディッピン・ドッツというのは単にアイスの種
類の一つなので、探せば見つかると思います。 (コウ)

　ゆうさん、アイス好きなら負けませんよっ！アイ
スとは種類がまた異りますが、世界で一番好きな飲
み物はマックのチョコシェイクです☆　　　  （mi）
→アイスだけでなく、シェイクやジェラードも秀逸
ですよね♪夏だけでなく、秋からもアイスをたしな
みたいものです☆★　　　　　　　　　　   （ゆぅ）

文学部1年 黒龍の雛
文学部1年 xyz
文学部1年 mi
法学部1年 T＆M
工学部1年 Wild Horse
経済学部2年 かときち
農学部2年 はせじゅん
工学部2年 没一
文学部3年 そう
文学部3年 B・M
理学部3年 玄米フレーク
農学部3年 ペソ
農学部3年 Y
農学部3年 チャラ
文学部4年 みかん
文学部4年 モモ
理学部4年 COURS
医学部5年 dera1st
法学部 B.I.L.Y
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1年 黒龍の雛
文学部1年 xyz
工学部1年 Wild Horse
文学部3年 そう
理学部3年 玄米フレーク
農学部3年 Y
農学部3年 チャラ
理学部4年 COURS
法学部 B.I.L.Y
国際開発研究科 ダニー・チュン

　万博やっと行きました。40cmのソフトク
リームは600円です。　　　　　　（チャラ）
→万博情報ありがとうございました～。万博
は終わってしまったけれど、万博で得た思い
出はずっと残るように思います。５年後、10
年後に、そういえば長いアイスクリーム食べ
たなぁとか思い出したりするかもしれないで
すね。　　　　　　　　　　　　（みっくす）

　…やっぱり投稿少ないのですね。　（そう）
→う～ん。これでも多くなってきたのですが
…。投稿が増えるような面白いテーマ募集し
てます☆（他人任せ）。レイアウトなどももう
少し読みやすくするよう、試行錯誤を重ねて
みます。　　　　　　　　　　　（みっくす）

　生協委員って本当にいろいろなことをやっ
てますよね…その熱心さに脱帽します。
　　　　　　　　　　　　　（玄米フレーク）
→後期もこの勢いで頑張ります！　（編集部）

　終わっちゃうんですか？　　　（黒龍の雛）
→頭翔智閃は終わりますが、パズル記事は形
を変えて続くので引き続きお楽しみ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のん）

　意外に名大の中って知らないものです
ねー。　　　　　　　　　　　　（かときち）
→学部棟と違う地区にあったりすると、行っ
たこと無い場所とかも結構ありますよね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のん）

　さすがに２年も名大にいれば余裕ですよ。
間違っていないはず。　　　（玄米フレーク）
→全問正解でした。お見事!!　　　　   （のん）

　リトさまへ　スイカバーはおいしそうですよね。
スイカバーとメロンバーは家の近所では同じ箱に
入れられて売られています。メロンバーにはホワイ
トチョコレートでできた種が入っていますよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （みかん）
→お返事有難う御座居ますっ！メロンバーの種は
ホワイトチョコだったのですね。。今年の夏は何故
か頻繁にパナップを服用していたのですが、迫り来
る暑さとスピードと格闘する棒アイスが懐かしく
なってしまいました。…今度買いに行こうっと。
            　　　　　　　　　　　　　　　　  （リト）

　約30年前の北部厚生会館、周りになんにもないね
…。　　　　　　　　　    　　　　   （Wild Horse） 
→今から30年以上昔の大学の写真を見ると全体的に寂
しい感じがします。現在は緑が多 いです。    （ジュンヤ）

   裏表紙の30年前の写真…今より木が少なく周囲は
かなりさっぱりしていたんですね。（ダニー・チュン） 
→今の風景と比べてみると緑の量が全然違います。
ちなみに北部厚生会館の入り口横にある木は当時
植樹したものです。　   　　　　　　　（ジュンヤ） 

   裏表紙のミルクプリンシリーズ裏話が面白かった
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　（そう） 
→ありがとうございます。今月も裏話のコーナーが
在ります。　　　　　　　　　　　　　（ジュンヤ） 

（ジュンヤ）

　家の中で聞く台風の音というのは心地良いものです。身も心も落ち着くひとときです。雨が激しくなると、良い天気
じゃ！などと呟いたりもします。突然雨や風が止んで静かになったりするのもまた良いです。（コウ）
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Me~dia10のアンケート締
め切りは11月7日必着

です。

読者の皆様のご意見をス

タッフ一同心からお待ちし

ております。

次号Me~dia12は12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

はいどうも～親指が異常
に曲がるハムハムで～す！
今月から始まった「Peace 
Now!21」ですが、どうでし
たか？もっと気軽に読める
感じにしたかったんですが、
大分かたっくるしくなって

しまいましたね。次からはがんばります。そ
れからPeace Now!Okinawaの裏話を一つ。行
きも帰りも台風が心配で、行きは予定通り行
けたんですが、帰りは一日遅れました。帰り
の飛行機むっちゃ揺れた(>_<) ９月初旬に沖
縄なんか行くもんとちゃいますね。あと、編
集後々期ということで、石取祭とどまつりへ
行ってきました。やっぱりお祭っていいです
ね。ハムハムでしたっ☆ （ハムハム）

読者の皆様にお
知らせ致します。
紙面の美化に御協
力ください(無理
か)。Me ～ diaの

一部又は全部のポイ捨ては
御遠慮ください。紙面で不審
なものを発見した際は、作者
まで御知らせください。

(ひろひー )

編集後記初登場の共済
班です。7月号から突然
始めた「共済基礎」ですが、
予想以上に反響が多く嬉
しく思っております。今後
も読者のみなさまに共済

のことを少しづつ知って頂くためにがん
ばりますので、よろしくお願いします。な
お、記事中では大人の斉京先生が教鞭を
ふるっていることになっていますが、実
際の記事内容はすべて私たち学生の手で
書いております。学生から学生に伝える、
このことが大事なのです。 （共済班）

今回自転車盗難につい
て書かせていただきまし
た。自転車がないと買い
物などが大変な受験生に
とって自転車はなくては
ならないもの。でも、最近

自転車自粛してます。理由は、家の近く
のコンビにまで歩いただけで息が切れ
てしまったから。自転車でばっかり動い
ていると、足の筋肉が衰えるような気が
します。筋肉をつけて、全学教育棟の4階
までの階段をスタスタとのぼることが
できるようになるのが目標です。10月
になるころにはせめて手すりの誘惑を
感じないくらいには…。 （みっくす）

というか僕は今回
あんま仕事してないの
にな。就活の取材一人
とっただけでした。な
かなか苦労しましたけ
れども、k.hさんには

ホント感謝です。〆切ギリギリで助
けられました。もう、なんというか、
彼の幸せを願ってやみません。あり
がとうございました。あと今回は取
材の取り方以前に考え直さなきゃ
いけないこともいろいろありまし
た。反省してもっとしっかりしよう
と思います。 （ゆーすけ）

去年は新潟の地震、スマ
トラ沖の津波と大災害が多
い年だと思っていました。
しか し、今年もすでにカト
リーナ、ルーマニアの洪水、
台風１４号といくつもの災

害が起 こっています。これだけ災害の情報が
流れてくると、災害はめったに起こらないも
の ではなく、よく起こるものとして考えるの
が自然なように感じます。災害を防ぐ事は 出
来なくても、災害後の助け合いによって被害
は軽減できるのではないか。もし、今 災害が
起こったら、私は人の助けになれるのだろう
か。古くなった非常食を食べつ つ、そんなこ
とを考えてみました。  （ユニセフ班）
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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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