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就活サプリ塾　東海校
　東海地方での就活サプリ塾は、
12/17（土）に栄ガスビル（右の地図
参照）で行います。また、東海校では
終了後には懇親会があります。分散
会で話し損ねたことを企業の人から
聞いたり、参加者同士で情報交換し
たりする場に使ってください。

－－－－－－－参加方法－－－－－－－
　このイベントは、インターネット予約制です。就活サプリ塾の
ページ（http://supple.univcoop.or.jp/）にアクセスし、参加申し
込みをしてください。みなさまのご来場をお待ちしています。

タイムテーブル
12:00 ～ 受付開始
12:30 ～ 開校式
12:50 ～ パネルディスカッション
14:40 ～ 分散会
16:50　  終了予定
17:00 ～ 懇談会 

□　就活サプリ塾で就活のスタートを切ろう！
　「自分が就職して働くというイメージがわかない」
「ちょっと就活始めるのに出遅れてしまった」「就活サプ
リ塾に来る企業とじっくり話したい」そんな人はぜひぜ
ひ就活サプリ塾に参加してみよう☆きっと新たな視点
で自己分析や企業探しができます。

☆★参加企業★☆
・アイシン精機株式会社
・花王株式会社
・コクヨ株式会社
・株式会社ジェイ・エス・ビー
・JFEスチール株式会社
・大日本印刷株式会社
・東京エレクトロン株式会社
・日本ユニシス株式会社
・阪和興業株式会社
・株式会社光通信

□　就活サプリ塾の内容紹介
■パネルディスカッション
　参加企業各社、それぞれ違う業界
ばかり。せっかくだから比較するし
かないでしょ。どんな仕事？どんな
上司がいるの？さぁ…あなたは何を
比較して聞いてみたいですか？

■分散会
　パネルディスカッションで気に
なった話。サプリの掲載記事でどう
しても聞いてみたい話。直接話した
い人は絶対集合！膝を突き合わせて
話せる機会はそう訪れない！

by就活サプリ塾
東海校スタッフ

お問い合わせ：
supple@univcoop.or.jp

南部・北部書籍
などで配布中!!

→
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2005年の復習と2006年の予習はこちらで☆

冬休み。家族や友達と一緒に百人一首はいかがですか？
高校や中学校で句を覚えた人も多いはず!!

●今月の特集●フェアトレード

前回までの頭翔智閃にかわり始まったクイズコーナー。
「さんすう」といいつつも、問題はなかなか…。
引き続き、正解者から1名に図書カード1,000円分プレゼント☆

今年度はミルクプリン特集。初めてMe~diaを手に取った人は、
webでバックナンバーも要check!!

Me~dia伝言板への投稿もお待ちしています。
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　日頃は生協旅行サービスセンターを利用していただきまして、ありがとうござい
ます。
　この度、東海旅客鉄道株式会社（JR東海）において、大学生協に設置されていまし
たJR切符発券端末の撤去及び廃止が決定されました。名大生協でも旅行サービスセ
ンター（南部・北部・医学部）に設置していましたが、11月末までに全て撤去され
ました。その代替えとして、大学生協の一部にはJRマルス端末（JR駅のみどりの窓口
と同機能の端末）が設置されることになりましたが、名大で設置できるのは利用が
もっとも多い北部旅行サービスセンターのみとなりました。南部及び医学部の旅行
サービスセンターでご予約いただきました切符は翌日のお渡しとなります。ご不便
をおかけすることになりますが、ご理解をお願いします。

ＪＲ切符の取扱変更について

パンフ
レット

magazine

過去

問題集

パンフ
レット

　後期が始まって2ヶ月経ち、季節ももうすっかり冬ですね。今年の冬は、生
協の企画が目白押しです。パソコン＆家電品フェアや書籍15％ OFFなど、お
得な企画が沢山あるので、ぜひご利用下さい。

　こんにちは。今回のページ下第一弾はお題「インフルエンザ」です。もうすぐしたら、わらわらと流行りだすこのインフル
エンザ、Me～ dia編集部員はどう思っているんでしょうか？聞いちゃいましょう！ (編集部)

利用期間
12月5日（月）～ 9日（金）

1等　iPod nano 4GB　  　  　
2等　プリペイドカード　1万円　
3等　プリペイドカード　3千円　

抽選会
12月8日（月）、9日（金）
10時～ 17時30分（9日は賞品がなくなり次第終了）

ところ＆参加方法
●北部厚生会館玄関●
　期間中のご利用金額レシート合計5,000
円以上（上限10回）、または、北部食堂で昼食
400円以上でお渡しする【抽選補助券】5枚
で素敵な賞品が当たる抽選会に参加できま
す。

●南部厚生会館玄関●
　期間中のご利用金額レシート合計5,000
円以上（上限10回）、または、南部食堂または
フレンドリィ南部で昼食400円以上でお渡
しする【抽選補助券】5枚で素敵な賞品が当
たる抽選会に参加できます。

今年もやります！歳末抽選会！！
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文責：常任理事　寺沢優美

　インフルエンザにかかると、頭痛が酷い上に肋骨がミシミシ言って痛いので大変です。ある程度注意していれば予防で
きるのに、少し気を抜いただけでかかってしまうのが怖いですね。(K.O.U.)

食堂企画

パソコン＆家電品フェア
magazine

書籍全点15％ OFFデー

北部食堂
基本食堂 麺コーナー

ゆ～どん

南部食堂・フレンドリィ南部理系カフェテリア

12/5 ～ 12/9

◇インドカレー企画◇【昼】
◆雑炊企画◆【夕】

12/12 ～ 12/16

【昼】
◆冬の鍋企画◆【夕】

12/19 ～ 12/22

◇クリスマスシチュー企画◇【昼】
◆クリスマスチキンフェア◆【夕】

12/5 ～ 12/10
　カレーラーメン…420円
12/12 ～ 12/17
　喜多方ラーメン…360円
12/19 ～ 12/24
　三陸ホタテ旨煮ラーメン…360円

12/5 ～ 12/9
　きのこあんかけうどん…399円
12/12 ～ 12/16
　豚肉うどん…439円
12/19 ～ 12/22
　煮込み味噌うどん…399円

12/5 ～ 12/7

◇カレーラーメン◇

12/5 ～ 12/9

12/5 ～ 12/9

◇シチュー企画◇

12/19 ～ 12/22

◇生ケーキフェア◇

・南部食堂：12/5 ～ 12/7
・フレンドリィ南部：12/81 ～ 2/9

◇インドカレー企画◇

・南部食堂：12/19 ～ 12/21
・フレンドリィ南部：12/22 ～ 12/23

◇クリスマス企画◇

12/16（金）とき

ところ 南部書籍・北部書籍同時開催

☆店頭在庫に限ります。
☆お支払いは現金・プリペイドカード・COPA
　カードでお願いいたします。
☆お買い求めの際は組合員証をご提示下さ
　い。

12/5（月）～ 12/17（土）とき

ところ 北部南部・医学部購買

5％の割り戻
し！

　ご利用総額（税込）の消費税（5％）相当の
『購買・書籍利用券』を発行致します。
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自然災害
　スマトラ島沖地震や新潟中越地震の余震
が続く中、始まった2005年。3月にはチリ、
10月にはパキスタンでマグニチュード7を
超える地震が発生し、多くの被害が出まし
た。また、アメリカではハリケーン「カトリー
ナ」、日本でも多くの台風や豪雨、高潮による
災害が発生する近年、いざという時の防災対
策はより大切になっています。生協では災害
時の募金活動や、避難訓練（10/12）に合わせ
て防災イベントを行いました。
（

）

 ECO

「平和」を考える
　8月には終戦から60年を迎えました。
広島の平和記念式典では過去最多の人出
があり、関心の高さがうかがえます。ま
た、今年も生協では名古屋大学平和懸賞
論文の募集などを行いました。詳しくは
Me~dia10をご覧ください（Me~diaのバッ
クナンバーはwebにて公開中です）。

20052005

　愛知県知多郡美浜町・南知多町では、
合併が成立した場合の市名を「南セント
レア市」に決定。しかしこの市名は後日、
撤回。さらに住民投票では両町で合併反
対が賛成を上回り、合併自体が破綻した。 

　4月に、アニメ「ドラえもん」の主な
声優が交代しました。
ドラえもん：水田わさび、野比のび太：大原めぐみ、源しず

か：かかずゆみ、ジャイアン：木村昴、骨川スネ夫：関智一 

1 - JANUARY 
　・NHKで不祥事の責任をとって海老
　 沢会長が辞任

2 - FEBRUARY 
　・中部国際空港（セントレア）開港 

3 - MARCH 
　・日本初の磁気浮上式リニモ開業   
　・「愛・地球博」開催（9月25日まで） 

4 - APRIL
　・中国各地で大規模反日デモ  
　・JR福知山線脱線事故、死者107名、負
　 傷者460名のJR史上最悪の大惨事
　・環境省、地球温暖化防止のための夏季
　 軽装の愛称として「クールビズ」を発表  

6 - JUNE
　・チリでマグニチュード7.9の地震 
　・天皇陛下、サイパン慰霊訪問   

8 - AUGUST 
　・戦後60周年 
　・郵政民営化関連法案、参議院で否決
　・小泉首相は衆議院を解散
　・ハリケーン「カトリーナ」が米国南
　 部を直撃 、死者約1,200人

9 - SEPTEMBER 
　・衆議院議員総選挙で「自民党が圧
　 倒的勝利

10 - OCTOBER 
　・道路4公団民営化
　・パキスタン北部でマグニチュード
　 7.6の地震が発生。
　・名古屋大学ホームカミングデイ開催

　「自然の叡智」がテーマの愛知万博、クール
ビズ、今年は特に環境問題への注目が大きい
年でもありました。生協では牛乳パック回収
のほか、古紙回収やマイバック運動を行って
います。牛乳パックは毎月の回収量がみかん
箱約30箱分にもなります。ウォームビズや
電気をつけっぱなしにしないなど身近で出
来るECO活動はたくさんあります。この機会
に何か実践してみてはいかがですか？

　名古屋大学主催で今年、初めての試みとして行
われました。大学の施設紹介や、豊田講堂では講演
会「F1の楽しみ方」「F1の楽しみ方」・パネルや模型による名大の歴
史＆取り組みの展示、F1の展示など。生協でも名
大グッズの販売などを行いました。

本物のF1カーもやってきた!!本物のF1カーもやってきた!!

New

　あれはソルトレークシティー五輪が開催されていたころ。インフルエンザの咳がひどく、気管支炎になるくらいやったけど、
熱は大したことなかったから学校を一日だけ休みました。その次の日、朝礼で外に出ていると担任の先生が来て「何でお前おる
んや！一日で出てくるな！帰れ！」と言われました。一限も授業を受けずに帰って、こたつで五輪を見ていました。(ハムハム)

　今どきの100均では、水ペットボト
ル・缶詰・救急用品・ライト軍手など日用
品的な物はもちろん、AMラジオ・携帯
用固形燃料・ガラス飛散防止シート・サ
バイバルナイフ・携帯電話充電器なども
売っています。「防災袋を買うのは高く
ていやだな」って人は100均で役に立
ちそうな物を探してみては如何ですか。

行く年来る年
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20062006

理系店舗が新しくなる!!
　うるう年でも調整しきれない微妙な
ずれを調整。2006年1月1日の午前9時
（日本時間）直前に"1秒"を、つまり8時
59分60秒が挿入されます。これは7年
ぶり23回目のこと。ちなみに電波時計
は全てうるう秒対応になっています。

　携帯電話のナンバーポータビリティ
が2006年夏に導入されます。
　これは、利用者が契約する携帯電話
会社を変えても、従来の電話番号をそ
のまま使えるシステムです。

　来年度、理系カフェテリアが改修、理
系中華食堂が改築されてOPENします。
Me~diaでも随時情報を掲載予定です。

▼現在の理カフェと理中跡地

階段
入口

階段
CAFE

　2Fが直接、
理カフェにつ
ながります。

　1Fと2Fの間にはエ
レベーターも設置。

名称募集中!!
みなさんの
アイデアを

お待ちしています

BOOKSHOP

BOOKSHOP

冬期オリンピック FIFAワールドカップ

　スキーやスケート、他にもボブス
レーやカーリングなど名古屋では馴染
みの薄い冬のスポーツだけど、この機
会に観てみませんか？前回の冬期オリ
ンピックはメダルが少なかった日本も
今回は期待がもてそう。☆ちなみに開
催地のトリノは2005年5月に名古屋市
と姉妹都市提携を結んでいます。

　先月、ワールドカップ本大会出場の
32 ヵ国がついに決定しました。日本は
アジア予選首位で3大会連続の本大会
出場を決めました。他にアジアでの本
戦出場国は、お隣・韓国、サウジアラビ
ア、イラン。アフリカ予選ではチュニジ
ア以外は全部が初出場という波乱も起
こり、ますます本大会が楽しみです。

　FIFAワールドカップと同じ年に、他
にもある4年に一度の国際大会を行う
スポーツを2つ紹介します。

8月19日～ 9月3日

　FIBA（国際バスケットボール連盟）
が主催するものでは世界最高峰の大会。

10月31日～ 12月3日
　FIVB（国際バレーボール連盟）が主
催するものでは世界最高峰の大会。

文責：のん

　豊田講堂にも使われている青色LED。実はこれ、名大の赤﨑
特別教授が工学部に在職中の1989年に発明・開発したもの。
　今回は3つのLEDグッズが登場!!LEDコースターはグラスを置
くと、本体から3色のLEDの光(青、緑、青)が重なり合って放射さ
れ、光のイルミネーションを楽しむことができるオススメ品で
す☆LEDライトペンやLEDキーライトもなかなか実用的。
　これらの商品は北部購買・南部購買などで好評発売中です。

　鳥、新型、タミフル。今年の冬は大変ですね。(ひでっちょ )

行く年来る年
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　ここからは、小倉百人一首を用いた代表的な遊び方を紹介します。

□源平合戦　

　「散らし取り」は百人一首と聞いたとき、多くの人が思い浮かべる最も一般的な遊び方だと思います。

1.絵札と字札を分け、1人の読み手を選ぶ。
2.100枚の字札をばらばらに（散らして）並べ、その周りを読み手以外の参加者が囲む。
3.読み手が手元の絵札を適当に混ぜ、選んだ札に書かれている歌を上の句から読む。
4. 取る人はその上の句を聞いて（上の句で判断できないときは続けて読まれる下の句
を聞いて）、それに対応する下の句の書かれた字札を他の参加者よりも先に探し出
し、それを取る。
5.札を順番に取っていき、それらが全てなくなると終了。最も多くの札を取った人が勝
者となる。 △散らし取りの様子

□成立時期は？
　鎌倉時代（1235年頃）に百人一首の原
型の『百人秀歌』が成立しました。ちょう
ど日本では、武士が政治の実権を握り始
めた頃です。その後、現在の形に整えられ
ました。小倉百人一首がかるたとして庶
民に普及したのは、江戸時代からです。

△円覚寺。鎌倉時代の象徴的な建造物です。

小倉百人一首とは？1

　たまに、インフルエンザウィルスをもっていても余裕な人がいます。しかし、そのウィルスが他人に染つるとごく普通に
インフルエンザが発病します。嗚呼迷惑。受験の冬。(ひろひー )

小 倉 百 人 一 首

みんなで遊ぼう2

□選者は？
　藤原定家（1162年～ 1241年）が撰じ
ました。彼によって小倉百人一首に掲載
される和歌が決められたのです。鎌倉初
期に活躍した有名な公家・歌人です。

△藤原定家

□構成は？
　百首は、すべて「古
今集」、「新古今集」な
ど10の和歌集から選
ばれました。歌の種類
ではグラフのように
恋歌が最も多くなっ
ています。
　100人の歌人のうち、女性歌人は21
人、僧侶は15人、残りは男性歌人です。天
智天皇から順徳院までの約600年間の代
表的な歌人の優れた和歌が、年代順に配
列されており、様々な時代の歌人の和歌
を楽しむことができます。

恋歌
46種

四季歌
32種

雑歌
18種

△歌の種類
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△坊主めくりの様子

□源平合戦

　源平とは源氏と平氏のことで、源平合戦では2チームに分かれ、団体戦を行って遊びます。

□坊主めくり

　散らし取りや源平合戦とは異なり、坊主めくりをする際には字札を使わずに、絵札だけを用いて遊びます。

△これが蝉丸です。頭巾をかぶっている
ため、見た目は坊主に見えません。

　地方特有のルールを調べてみると、いろいろなルールが見つかります。面白いルールを見つけたら、実際に適用して遊んで
みるとさらに楽しくなるかもしれませんし、自分たちで新たなルールを作って遊んでみるのもまた面白いでしょう。

　
1.散らし取りと同様に、絵札と字札を分け、読み手を1人選ぶ。
2. 100枚の字札を50枚ずつに分け、それぞれのチームに渡す。両チームはそれを3段
に整列して並べる。
3. 散らし取り同様に読まれた歌の字札を取る。相手のチームの札を取ったときは、自
分のチームの札を1枚相手チームに渡す。（相手チームに渡す札のことを「送り札」
という。）
4.先に札のなくなったチームが勝ちとなる。

　センター試験の一週間前に弟がインフルエンザになって、自分もなるかどうか心配だった。結局ならなかったんだけど
ね。(ふーちょ )

△源平合戦の様子

1.100枚の絵札を裏返して山札として場におき、参加者が順番に山札から1枚ずつ
取って表にする。
2.引いた札に描かれていたのが…
　　　男性　　　→そのまま自分のも持ち札にする。
　　　坊主　　　→手元の絵札を全て場に戻す。　　　
　　　女性（姫）　→「坊主」札によって場に戻された絵札を全てもらう。
3. 裏向きに積まれた絵札の山がなくなるとゲーム終了。このとき最も多くの絵札を
手元に持っていた参加者が勝者となる。

　天皇（カラフルな畳の札）を

引いた場合には、他の人が手

元に持っている札をもらうこ

とができる。 

　蝉丸（歌番号10）を引いた

ら、引いた人以外の全てのプ

レイヤーが札を場に戻す。



Me~dia 12　小倉百人一首で遊ぼう。

10

さて、名人戦まで行われている百人一首。ここで、みんなと差をつけるテクニックを少し紹介します。おそらく坊主めくり
以外では活用できると思うので、ぜひ身につけましょう。

□決まり字
　小倉百人一首のゲームに勝つには、歌を覚えるのが一番です。しかし、一度に全部
を覚えようとしても、なかなか大変です。そこで役立つのが、決まり字を覚える方法
です。例えば、「む」で始まる歌は、歌番号87番の「むらさめの」しかありません。だか
ら、「む」と聞けば、すぐにどの歌かわかります。
　このように、そこまで聞けば、どの歌なのかわかるキーワードが決まり字で、「む」
のような一字でわかるものを と言います。そのほか二字決まりから六
字決まりまでありますが、まずは一番簡単な を覚えましょう。

　ただ小倉百人一首で遊ぶだけではつまらない、という人もいるかもしれません。そういう人は、小倉百人一首に使
用されている修辞法に注目しながら、小倉百人一首を味わってみてはどうでしょうか。高校までの授業で小倉百人一
首を習った人もいると思いますが、和歌には、掛詞、枕詞、序詞、縁語など多くの修辞法が使われています。今回は、修
辞法の中でも特に多く利用される掛詞、縁語を紹介します。

□掛詞

　同音異義を利用して、1つの語に二重の
意味を持たせる技巧です。和歌の中の掛詞
を説明するときは異なった2つの意味をそ
れぞれ漢字で表現します。以下は掛詞の具
体例です。

□縁語
　一首中のある言葉と密接な関係に
なっている言葉を互いに縁語と言いま
す。縁語は、掛詞の技巧とともに用いら
れることが多いです。以下は縁語の具体
例です。

読み札　　　  　　取り札　　　　歌番号 

む（らさめの) 　      →きりたちのほる　 87番

す（みのえの)　       →ゆめのかよいち　 18番

め（くりあえて)       →くもかくれにし　 57番

ふ（くからに)　       →むへやまかせを　 22番

読み札　　　　　 取り札　　　　　歌番号

さ（ひしさに)         →いつこもおなし    　 70番

ほ（とときす)　      →たたありあけの　 　 81番

せ（をはやみ)　      →われてもすゑに　 　 77番

△小野小町の下の句

△小野小町

△百人一首の絵札

 　19年間一度もかかったことないので今年も大丈夫だろうと楽観的に捉えていますが、下宿で一人寝込むのは相当寂し
いことに気づきました。用心です。（まや）

みんなと差をつけよう～テクニック編～3

理解を深めよう～和歌の知識編～4
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　10月30日（日）に某所で、Me~dia編集部＆編集部OBの有志で小倉百人一首大会を実施し、「散らし取り」「源平合戦」
「坊主めくり」の３つのゲームを楽しみました。Me~dia編集部＆編集部OBの中には、小倉百人一首の強者が多いた
め、散らし取りと源平合戦はとてもハイレベルな戦いになりました。以下は、百人一首大会の様子です。

文責：りじゅ

④激しい字札の取り合い。字札を取るために
　は、ただ句を覚えているだけではなく、反射
　神経も重要かもしれません。

⑤字札も少なくなり、いよいよ終盤戦。ここか
　らは反射神経の勝負です。

⑥字札も残り1枚。百人一首大会も大詰めで
　す。

③中盤戦。字札もどんどん減っていきます。こ
　の辺から句を覚えている人と覚えていない
　人の差が出てきます。

②序盤戦。この辺りはまだどれだけ字札を見
　つけるのが早いかが勝負です。

①百人一首大会が始まる直前の様子。ここか
　ら百人一首大会の幕開けです。

★参加者の感想

　中学校時代にやった百人一首大会を思い出しました。やっぱり多くの人数で遊

ぶと面白いです。もっと多くの句を覚えていけば、たくさんの字札を取ることがで

きたと思います。久々に百人一首をやって楽しかったです。

　インフルエンザと風邪ってどう違うんですかね。そう考えるとじゃあ風邪って何だ？って思います。というかウイルス
が何なのかも分かりません。あれは生物ではないらしいんですが、じゃあ何だ？つまり毒みたいなもんか？化学反応させ
て合成できるのかしら？でもなんかあれ進化もするらしいぞ？うーん、不思議だなぁ。(ゆーすけ)

実際に小倉百人一首で遊んでみました。5
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♪親子丼♪

鶏肉・卵の他に、鮭・いくらで作るも
のも親子丼と呼びます。鶏肉は皮面だ
け焼いてから加えるとジューシーに
仕上がります。卵をトロトロに仕上げ
たいなら、鍋全体に卵を回しかけま
しょう。急須を使うと便利です。

ショッカータイムス
第３３回

第一章　特集ページ

卵は身近にある食材のナンバーワン！安くて栄養豊富なうえ、調理しやすいのでさまざまな料理に使わ

れています。料理は卵に始まって卵に終わるといっても過言ではないほど、卵料理は料理の基礎となって

います。一方で、上手に作ろうと思うと難しい食材なので、卵を使った料理がうまく出来ると料理に自信が

ついて、楽しくなりますよo(^-^)o

♪たまご♪

卵を使った料理をいろいろ紹介します。卵料理全般にいえるポイントは、やはり卵の半熟加減です！

その他にも、例えば・・・
 めだまやき 英語では、sunny-side upといいます。味付は醤油派？ソース派？それとも、味ぽん派（？）
 スクランブルエッグ 洋風朝ごはんの定番。火加減が難しい。余熱で固まるので注意して！
 温泉たまご 白味がゼリー状、黄味が半熟のたまごです。微熟。
 たまござけ 卵、日本酒、砂糖をまぜて、温めたものです。風邪を引いたときに、飲むとあたたまります。
 茶碗蒸し 火加減に注意して、「す」がたたないように蒸しましょう。松茸（！）など好みの具を入れて。

♪オムレツ♪

プレーンオムレツや、ハム・たまね
ぎなどの具を入れたスパニッシュオ
ムレツなどがあります。
オムレツをきれいな形に仕上げら
れる人は結構料理の達人かも…。

♪たまごやき・だしまきたまご♪

お弁当のおかずの定番です。
特別、味付けをしない場合もありま
すが、砂糖を加えて甘くする場合や、
だしを加えるだしまきたまごもあり
ます。

♪たまごかけごはん♪

卵に醤油を加え、まぜ、ごはんにか
けるだけの下宿生必見の簡単な料理
です。10月30日は「たまごかけごは
んの日」と制定されたそうです。

♪プリン♪

卵の凝固力を使って作るおかしで
す。そのため、卵は卵白を切るように
やさしく混ぜます。泡立て厳禁です。

♪ケーキ♪

卵のふくらむ力を使って作るお菓
子です。そのため、卵は角がたつまで
しっかり泡立てる必要があります。特
にシフォンケーキはこの力を最大限
に利用したお菓子です。

平熱が低い方なので37度前後でフラフラしている身なのですが、それでも容赦なく熱があがるのでインフルエンザは大
敵です。今年はトリフルエンザが流行るそうですが結局人間にうつるんでしょうか…？ (リト)
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★たまごの 栄 養 バランス★

たまごは、たんぱく質・脂質・ビタミン（ビタミンCを除く）・
ミネラルといった人間が生きていくのに必要な栄養素をバラ
ンス良く、たくさん含んでいます。
たんぱく質については、必須アミノ酸をバランスよく含んで
おり、動物性たんぱく質の中でももっとも質がよいといわれて
います。
たまごは、コレステロールが多いとよくいわれます。たしか
にとりすぎは禁物ですが、コレステロールは体に必要な成分で
もあり、血管を強くする側面もあります。一日一個程度なら、問
題ありません。

9月21、22日に食生活班で飛騨高山に旅行に行ってき
ました。1日目には高山散策、肝試し、花火をしてコテージ
YuMeハウスに泊まりました。2日目はみんなで仲良くド
ライブ。

そしてこの旅のメインイベントは1日目の夜に行った料
理対決です。3つの班にわかれてそれぞれ個性的なオムラ
イスとプリンを作りました。このときのレシピは次のペー
ジの料理魂に載せます。作ってみてくださいね。

★たまごの 保 存 法★

　気室と呼ばれる空気を含んでいるところを上にすると黄
味が安定して、もちがよくなるので、丸みのある方を上にし
て冷蔵庫で保存しましょう。

★メレンゲ★

メレンゲとは、卵白に砂糖を入れて泡立てたものです。
ケーキや天ぷらに使うと、仕上がりがふわふわになります。
また、そのまま焼いて食べることも可能です。

★メレンゲ作りのポイント★

 ・ 砂糖は数回に分けて入れる。
 ・ 「角がたつまで」泡立てる。つまり、泡立て器ですくった
  時に、ピンと角が立つまで泡立てる。
 ・ ハンドミキサーを使う際も、最後は泡立て器で混ぜる。
  その方が、仕上がりがよくなります。

★たまごの 種 類 ★

　たまごには、白玉、赤玉、付加価値卵(ヨード卵、ビタミン卵な
ど)といった種類があります。
　白玉、赤玉は鶏の種類が違うだけで、成分は同じです。南米チ
リ産のアローカナ種という鶏は、青い卵をうむ鶏もいます。但
し、青いのは殻だけです。
　黄味の色の濃さは飼料の色に影響されるので、色の濃さと栄
養には関係がありません。また、有精卵、無精卵も栄養的な差は
ほとんどありません。

★たまごの 鮮 度 を見分ける方法☆★

１）ふる。古い卵は気室が大きくなっているので中身がことこ 
 とゆれる感じがする。
２）塩水につける。古い卵は気室が大きくなっているので浮い
 てくる。
３）割ったあとの見た目。古い卵はダラーっと白味と黄味も広
 がってしまう。黄味がこんもりと盛り上がり、白味が段に
 なっているものが新鮮。

★参考にしたページ★

東京都衛生局 「卵のはなし」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/
tamago/tamago0.html

3年前にインフルエンザにかかってしまったので、2年連続、予防接種をしました。しかし、今年はまだ行っておりません。
ところで、今年発生するうわさの新型ウィルスに対応できる予防接種はあるの？ (シュウセイ)
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牛肉（飛騨牛） 50 ｇ
タマネギ（中） 1/4個
マッシュルーム（大） 2個
サラダ油 小さじ2×２
ご飯 200g

第二章　 料理魂

① 肉は1cm角に切る。

② タマネギ、マッシュルームはみじん切りにする。

③ フライパンにサラダ油を熱し、①の肉を炒める。色が変わっ
たら、②の材料を加えてさらに炒める。

④ ご飯を加える。全体が混ざったら塩、コショウで味を調えて
4等分にする。

⑤ 卵を1人分（2個）ずつ溶く。フライパンにサラダ油を熱して、
卵を流し入れる。はしで全体をゆっくり混ぜながら火にか
け、半熟になったら卵の上にライスをのせる。

⑥ 底が固まったら火を止めて、卵で包みながらフライパンを
滑らせるようにしてお皿に移す。形を整え、コンソメスープ
をかけて完成。

塩 少々
こしょう 少々
卵 4個
コンソメの素 1個半

スープオムライスの他には、こんなオムライスを作りました～。

★オムそば飯★

　そば飯を作り、これを卵でまきます。お好みソースで味付け
するのがポイントです。

★オーソドックスなオムライス★

今回は、ショッカーの夏旅行で作ったオムライスとプリンを紹介します！ 子どもに人気のメニュー「おか

あさんやすめ」の「お」は、オムライスです。他の文字は何の料理か、みなさん考えてみてください～。

　時代の流行に乗り遅れる自分としては、インフルエンザも流行に乗り遅れる傾向があります。(だつ)
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① かぼちゃはわたと種をスプーンなどで取り、皮付きのまま3cm角に切る。耐熱皿に並べてラップをし、電子レンジで5～
 6分加熱して完全に火を通す。
② 熱いうちに包丁で皮を取り除く。ボールにこし器をのせ、かぼちゃを入れてゴムべらでつぶしてこし、ペーストにする。
③ かぼちゃのペーストに生クリームを加えて、ゴムべらでよく混ぜ合わせる。オーブンを160℃に温めはじめる。
④ 別のボールにたまごを割りほぐし、砂糖を加えて泡立て器で混ぜる。鍋に牛乳を入れて弱火にかけ、沸騰直前まで温めた
ら、卵液のボールに少しずつ加えながら混ぜる。

⑤ ④をこし器を通して鍋に戻し入れる。
⑥ ⑤をかぼちゃのボールに少しずつ加えてはゴムべらで混ぜる。
⑦ ⑥で作ったプリン液を型に流し入れる。
⑧ 天板の8分目くらいまで湯をはって、160℃のオーブンで25分ほど焼く。竹串をさして、何もついてこなければ焼き上が
り。粗熱がとれたら、冷蔵庫に入れて冷やす。

⑨ カラメルソースを作る。鍋にグラニュー糖と水小さじ2を入れて強めの中火にかける。薄いきつね色になったら、火から
おろし、熱湯50mlを加えてときのばす。

⑩ プリンにカラメルソースをかけて、できあがり。

今回の料理魂は、私たちが夏旅行の料理対決で作ったレシピを紹介しました。どの料理もみんなに好評でした
ので、ぜひ作ってみてくださいね。
今回のショッカータイムスは、1年生の担当の人が頑張ってサポートしてくれました。これからもよりよい記
事を作っていこうと思うので、よろしくお願いします♪
 文責　ショッカー

かぼちゃ 1/6個
生クリーム 100ml 
卵（Ｌサイズ） 2個
砂糖 60 ～ 70g
牛乳 200ml
バター 適宜
カラメル用のグラニュー糖 50g

かぼちゃプリンの他には、こんなプリンを作りました！

★ポイント★
・ かぼちゃは、底に10円玉くらいの輪があるものがよい。また、色が濃く、種がいっぱいつまっているものがよい。
・ グラニュー糖は、ふつうの砂糖でもかまいません。
・ オーブンや蒸し器の代わりに、鍋で蒸すこともできます。鍋に布をかけてから、ふたをします（水がしたたらないように）。

★オーソドックスなカスタードプリン★

　オーソドックスなカスタードプリンです。
★フルーツカスタードプリン★

　カラメルソースの代わりに、缶詰のフルーツを乗せたプリン
です。

中学校までは2月に必ずと言っていいほどインフルエンザにかかって寝込んでました。でも、長野県には都合良く「寒中
休み」というものがあり、学校はほとんど休んでないですねー。あと、秋には「稲刈り休み」春には「田植え休み」なんてのも
ありました。(のん)
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vol.5

 最近どんどん寒くなってきていますね。「寒いなー。暇だなー。」と思ったら、ぜひ書籍に来てみ

てください。『名大読書マラソンコンテスト』の入賞者のコメントが、本とともに紹介されていま

す。暖かいしみんなのコメントが読めて楽しいし、一石二鳥ですよ☆

最近はこんな活動してます！（10～11月）
最近の学読班は…

名大読書マラソンコンテスト♪

 10月最初の班会では、夏休み学読班メンバーでに行った「本のタイトルでしりとり！」の結果発表をしました。昨年
よりちょっと参加率が低かったかな…という印象。来年も夏休みに何か行えるといいですね。
　また、今回の学読本舗の特集のために、漫画の紹介もし合いました。バラエティに富んでいるので、「中間テスト終
わったら漫画でも読むか～」なんて思ってる人は参考にしてみてくださいね。
　冬休み後には、またまた学読的活字中毒拡大版を設置する予定です。現在、みんなでおすすめの本を持ち寄って、回
し読み真っ最中！拡大版、ご期待ください!!

●学読班メンバーが審査＆発表に参加！
　５月～ 10月にかけ行われた『名大読書マラソンコンテスト』の審査に、
学読班メンバーから２人が参加しました。また、11月14日（月）に行われ
た結果発表・表彰式では、学読班メンバーの１人が司会として大活躍!!他の
メンバー数名も、受賞者以外のコメント大賞参加者も交えた交流会に参加
させていただきました☆
　入賞したみなさんも「今回はダメだったよ～」という人も、ぜひ次回
（きっとある！はず）も挑戦してくださいね。「読書マラソンにまだ参加し
てない～」っていう人は、今すぐ書籍へＧＯ！次回コメント大賞に向けて、
とりあえずエントリーしてみましょう。

　１月15日（日）に行われる「 第120回TOEIC公開テスト」は、書籍部各店舗にて受付中。12/7（水）締切です。まだ申
し込みがお済みでない方は、お急ぎください！受験料は6,615円（税込）です。
　※全国大学生協連合会が作成しているホームページ→http://tanoshii.univcoop.or.jp/ 

　冬休み中に本をたくさん読もうと思っている人や、「卒論のためにちょっと高めの本が必要なんだよな～」という人
はこの機会をお見逃しなく！

書籍からのお知らせ

　予防注射が謎です。病院によって値段違ったり、2回打つところもあったり。書くネタといえば、夏に近くの病院に風邪
だと思って行ったらインフルエンザと診断されたことぐらいでしょうか。(みっくす)

▲交流会の様子
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読書好きな輩が送る今月の一作

◆10月の本◆

◆11月の本◆

 読書の秋は満喫できたでしょうか？今月は、10月と11月の本を紹介します。結局、あま
り本を読まないまま秋が終わってしまったな…という人も、この中に面白そうだと思える
本が見付かったら、ぜひ買って読んでみましょう！

　この本では、主に人間の内
面について描かれています。
その描写に私たちは、時には
ぞっとしたり、時には哀しく
なったりします。短編集なの
でとても読みやすく、あまり
時間がない人や、本が苦手な
人でも楽しめると思います
よ。

のおすすめ
『MISSING』 本多孝好　著
双葉文庫 価格：630円

　アメリカの広告を作っている人が書いた本です。
内容は、アイデアを生み出す方法を５段階に分けて、
明確に解説しているものです。さらに、アイデアを
作り出すために、どうやって情報を整理するのかと
いった方法も述べられています。読んでみると、当た
り前のことしか言っていないと思うのですが、実際
にこの本を読んだとしても、すぐにアイデアを閃く
わけではないところにこのアイデアを生み出す難し
さがあるのではないでしょうか。

のおすすめ
『アイデアのつくり方』 ジェ－ムズ・ウェッブ・ヤング、今井 茂雄　著
阪急コミュニケ－ションズ 価格：816円

　ロココに生きロリータを突き進む桃子が一人称でヤンキーのイチゴと
の交流を綴る、極上のコメディ小説です。しかし、乙女のハードボイルド小
説でもあります。独特の価値観を持ち、自分が良いと思ったものにとこと
ん惚れ込み、自分の生き方とする。それはロリータや刺繍に対するこれで
もかという書き込みや、クールでしかし熱い言葉の端々からにじみ出てき
ます。また文体もエクセレントなのです。乙女として生まれたからにはこ
のように生きてみたいと思わせる、力強く、華麗な作品です。

のおすすめ

『下妻物語』 嶽本野ばら　著
小学館文庫 価格：630円

　現代社会をテーマにした物語が他のジャンルのそれを上回る点の一つ
に、自分が登場人物に共感しやすいことが挙げられる。登場人物の生活
と自分の生活を重ねて考えることができるからである。市井の人々を描
く重松清の作品には圧倒的なリアリティーがある。著者はこの作品で第
１２４回直木賞を受賞。短編集であるため読みやすい。ぜひ一度手に取
り、まず一編読まれてはいかがだろうか。

のおすすめ
『ビタミンＦ』 重松清　著
新潮文庫 価格：540円

　小学生時代にインフルエンザにかかり、1週間学校を休みました。治るまでの間、体のあちこちが痛かったことと、寒気
にうなされていたことを鮮明に覚えています。(りじゅ )
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　突出した才能はないが、サッカーに対する情熱は誰
にも負けない少年、風祭将。多くのライバルとの出会

いを通じて、彼が成長していく姿
を描いた物語です。また、主役を
支える脇役、ライバルにも名キャ
ラクターがそろっているので、漫
画の内容が一段と充実していま
す。サッカーが好きな人は必見で
す。そうでない人も、サッカーとは
違った角度から漫画を楽しむこと
ができると思います。

～今月の特
集 ～

～今月の特
集 ～

　学読班メンバーに、それぞれのおすすめするマンガを紹介してもらいました！
たまには息抜きとして、気楽にマンガを読むというのもいいと思いますよ。

　あの『かってに改蔵』が話題を呼
んだ久米田康治先生の最新作です。
超ネガティブ思考の糸色望（ココ、
縦書きで(笑)）先生と、超個性的な
生徒たち（「普通」の人も）の日常。注
目は、作品中の秀逸なギャグの数々
です。かわいらしいキャラクターに
騙されてはいけません。時事・サブ
カルチャーネタを盛り込んだギャグは、痛烈でブラッ
クです。名古屋ネタもありますよ。ところであなたには
楽天イーグルスのロゴマーク、何の形に見えますか？

のおすすめ
『さよなら絶望先生』
久米田康治　著　（講談社） のおすすめ

『PLUTO』
浦沢直樹　著　（小学館）

　手塚治虫の代表作「鉄腕アトム」の中でも最も人気
の高い「地上最大のロボット」を、浦沢直樹がリメイク
している。まだ２巻までしか発売
されていないにも関わらず、第９
回手塚治虫文学賞（朝日新聞社主
催）を受賞。ストーリーは原作を踏
襲するだけに留まらない。浦沢直
樹独特の雰囲気や余韻はしっかり
と描き出されている。どたばたと
した漫画を嫌う人、氏の漫画を読
んだことがない人におすすめ。

　題名でお分かりのとおり、仏陀
の一生が描かれています。仏教の
勉強をしようとするときに、いき
なり仏陀の一生を文庫本等で読
むことは難しいことでしょう。で
すが、この本は漫画なので読みや
すいですし、内容も十分充実して
いると思います。ですので、仏教
を勉強し始めようとする人には、

勉強の取っ掛かりに丁度良いと思います。また、仏教に
は興味がないという人も、この本を読んでもう一度仏
教を見直してみてはいかがでしょうか。

のおすすめ
『ブッダ』
手塚治虫　著　（潮ビジュアル文庫） のおすすめ

『ホイッスル！』
樋口大輔　著　（集英社）

　インフルエンザの予防接種を受けたのは、大学受験前の高校３年生のときだけ…。ん？そういえば、浪人したときには予
防接種受けてないような…。ま、かからなかったからいいんですよ！ (にゃっこ)
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　読書の秋も終わり、寒くなってきましたね。冬休みに、温かいこたつでゆっくり読書…とい

うのも良いかもしれませんよ。また、学読本舗でこんな特集をやって欲しい！というのがあっ

たら、どんどんMe～ diaのアンケートに書いてくださいね。お待ちしてます！

文責：学生に読書をすすめる班（学読班）

　あまり漫画を読まないの
で、どうしても古い作品に
なってしまいます。ドラゴ
ンクエスト１～３までの
世界観を使った作品です。
当然ジャンルはファンタ
ジー。おすすめは７～９巻まで続く魔物の大群との戦
い。ものすごい量の書き込みです。で、たまにコマの端
にどっかで見たことあるキャラがいたり…。そういう
楽しみ方もできます。ただ後半は、作者がコンピュータ
の使用法を覚えたらしく、書き込みが減っていて残念。

のおすすめ

『ドラゴンクエスト列伝  ロトの紋章』
藤原カムイ　著
（エニックス（現スクエア・エニックス））

のおすすめ

『トーマの心臓』
萩尾望都　著　（小学館）

　「これがぼくの愛　これがぼくの心臓の音　きみに
はわかっているはず」 少女漫画界の巨匠である著者
の有名作です。かなり前に出たものであるにもかかわ

らず、常に新しいものです。美し
く、正直な愛が、端正で華麗な
絵と効果的なコマ割り、印象的
なセリフで語られています。格
好良い美少年もたくさん出てき
て、これこそ少女漫画です。あと
私は、森博嗣氏がこの本が大好
きだと勧めていたことから知り
ました。

6月末から続いていた読書マラソンコメント大賞ですが、とうとう各賞が決定しました!!
受賞の作品は以下の通りです。今なら書籍で手に入るので、ぜひ読んでみましょう！

　いよいよ冬休みがやってきます！するとそろそろお正月がやってきます！お正月になったらお年玉♪みなさんはお年
玉って何かいい思い出ありますか？編集部員はどうでしょう？さてさて、聞いてみましょう！ (編集部)

 まりりん　『ノックの音が』

リアルちゃま　『解析力学』　

 まるせいゆ　『21世紀「社会科」への招待』

さすらふ大学院生　『ブラウン運動』

 ＭＯＭＯ　『ヨーロッパとイスラーム』

 ねむりひめ　『ふたりのイーダ』

 東房　『統計でウソをつく法』
　 櫟　『双頭の鷲』

 シムサク　『峠』

 ＹＭ　『海からの贈物』

(順不同)
  転職希望　 講談社現代新書「転職のすすめ」 
  きすけ　 講談社+α文庫「EQ　こころの知能指数 
  ハムハム　 草思社「お笑い芸人就職読本」 
  とら　 吉川弘文館「子どもたちの近代」 
  メロン　 文春文庫「秘密」 
 MIYU　 角川書店「約束」 
 KANTA　 角川書店「ダ・ヴィンチ・コード」 
  kaworu　 知的生き方文庫「中国古典一日一話」 
 震電　 青春文庫「自分の中に毒を持て」 
 ガスパール　岩波新書「安心のファシズム」   
 リスと友、池田　
  岩波現代文庫「ご冗談でしょう、ファインマンさん」
 (匿名)　 白日社「飄々楽学」 
 (匿名)　 ちくま文庫「三島由紀夫レター教室」 
 (匿名)　 文春新書「社会調査のウソ」 
 (匿名)　 中公文庫「富士日記」 
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共済を受けたことの無い幸せ者で
す、私。

共済に加入した気はするんですが、
よく覚えてないというか…やはり
どこかとっつきにくいのかな。

生協に加入していない私立大学の
学生は、個人的に生協および共済に
加入することはできないのでしょ
うか？

学生の気持ちをわかってもらえる
ということが一番嬉しいです。

以前ケガをして給付を受けたこと
があります。書類など煩雑な面もあ
りましたが、大変助かりました。

謎多き生協が少しわかった気がす
る。

(35歳)
さいきょうたろう

(25歳)
ばいしょうせきひで

　数年前に知り合いの大学生がくれたお年玉が二千円だったとき、一万円よりも人間味があるような気がして何だか嬉し
かったという思い出があります。(K.O.U.)
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文責：斉京太郎＆梅床責任

ラ
ク
ガ
キ
や
め
て
…

○病気の場合→入院した時 or 手術をした時　に給付を受けられる！

○ケガの場合→入院した時 or ５回以上通院した時
or ギプスなどの固定器具を使用した時　に給付を受けられる！

○課題→自分が、大学生活において共済の給付を受ける機会があったかどうか振
り返ってみましょう。よろしければアンケートにそのことを書いてください。

　小さい頃から、親がいつの間にか貯金してました。だから、お年玉は貯金しなければいけないものだと思い込んでいまし
た。高1の時、そうして貯まったお金でオーストラリアへホームステイに行きました。親に感謝です。あ、わが家のルールで
は、大学生以上はお年玉もらえないらしいです。お父さんお母さん、ルール変えてください。(ハムハム)
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名大
生協

―お店の起業まで―お店の起業まで

店は10年目です。自分の生き方の中で、「子供３人育てながら生涯店は10年目です。自分の生き方の中で、「子供３人育てながら生涯
現役でいきたい、社会に役に立つことができたらいいな、自分を試現役でいきたい、社会に役に立つことができたらいいな、自分を試
して見たい。」とかいろんな想いがありました。そんなとき、女性起して見たい。」とかいろんな想いがありました。そんなとき、女性起
業セミナーでたまたま“フェアトレード”という言葉に出会いまし業セミナーでたまたま“フェアトレード”という言葉に出会いまし
た。講師の人がある本に書いてある事を取り上げて、フェアトレーた。講師の人がある本に書いてある事を取り上げて、フェアトレー
ドの説明をしていて、途上国を支援する目的の貿易があるという事ドの説明をしていて、途上国を支援する目的の貿易があるという事
に非常に感動しました。に非常に感動しました。

今回は、名大祭などでユニセフ班がフェアトレード商品を仕入れさせていただいているフェアトレード商品のお店「風's」
の土井さんにお話を伺いました。フェアトレードということを知るだけでなく、起業のことなどについても知ることがで
きました。

―フェアトレードショップを開くまで―フェアトレードショップを開くまで

　1996年５月８日ウィルあいちがオープンするにあたってテナントの募集に応募　1996年５月８日ウィルあいちがオープンするにあたってテナントの募集に応募
し、“共に生きる”というコンセプトが受け入れられてウィルあいちにテナントとしし、“共に生きる”というコンセプトが受け入れられてウィルあいちにテナントとし
て入ることになりました。意識の高い人が出入りするのですごくつながりやすいとて入ることになりました。意識の高い人が出入りするのですごくつながりやすいと
思います。フェアトレード商品をほとんどの人が知らないし、フェアトレード商品だ思います。フェアトレード商品をほとんどの人が知らないし、フェアトレード商品だ
と意識して買うわけじゃありません。私の店で買って初めてフェアトレードを知っと意識して買うわけじゃありません。私の店で買って初めてフェアトレードを知っ
たという人が多いし、一つのきっかけにはなっていると思います。たという人が多いし、一つのきっかけにはなっていると思います。

―過去の経験につながる―過去の経験につながる

女性起業セミナーで「途上国の人をサポートする支援することがで女性起業セミナーで「途上国の人をサポートする支援することがで
きる貿易がある。」と聞いた時に感動したのは、自分が何年か前に聞きる貿易がある。」と聞いた時に感動したのは、自分が何年か前に聞
いて何も手立てがないんだと思ったことに、ひとつの選択する方法いて何も手立てがないんだと思ったことに、ひとつの選択する方法
があるということに気づいたからだと思います。聞いたその時にそがあるということに気づいたからだと思います。聞いたその時にそ
う気づいたのではなく、後からインタビューなどされてあの時聞いう気づいたのではなく、後からインタビューなどされてあの時聞い
た話がきっかけになったのではないかと思いました。た話がきっかけになったのではないかと思いました。

フェアトレードショップ「風"s
（ふーず）」の店長さんです。「風"s」は
ウィルあいちの一階にあります。

下の写真は土井さんとユニセフ班の
インタビュアーたちの写真です。

今 回、私 た ち ユ
ニセフ班のインタ
ビューに快く応じて
くださりました。

土井ゆきこさん

　成年と未成年の違いはお酒が飲めるようになることではなく、選挙権を得られることでもありません。お年玉をもらえる
か否かが大差なのでした。(ひでっちょ )

フェアトレードの背景・お店の起業についてのインタビュー

Fair Trade Interview Fair Trade Interview Fair Trade 
Interview Fair Trade Interview Fair Trade Interview 

v w v w
Interview Fair Trade Interview Fair Trade Interview 

v w d
Fair Trade Interview Fair Trade InterviewFair Trade

v w v w v w
Fair Trade Interview Fair Trade InterviewFair Trade 

v w d n v w d n
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　それまで私はそういうことを一切知らなかったんです。だからとってもショックだっれまで私はそういうことを一切知らなかったんです。だからとってもショックだっ
たんですよ。バナナがプランテーションで農薬をかけて育てられていて、それこそスたんですよ。バナナがプランテーションで農薬をかけて育てられていて、それこそス
イッチひとつでヘリでワーっと上からかけられたりしている。そこにすんでる子供たちイッチひとつでヘリでワーっと上からかけられたりしている。そこにすんでる子供たち
は上半身裸で皮膚病になったりして命落とす人がいるとか。は上半身裸で皮膚病になったりして命落とす人がいるとか。

―子育て中の頃聞いた話―子育て中の頃聞いた話

子育て真っ最中のころ、あるコンサートで「私たち日本人が食べているバ子育て真っ最中のころ、あるコンサートで「私たち日本人が食べているバ
ナナやエビやマーガリンの材料は東南アジアで作られていて、生産者は貧ナナやエビやマーガリンの材料は東南アジアで作られていて、生産者は貧
しい生活をしている。生産に使う農薬のことも含めて、その人たちの生活しい生活をしている。生産に使う農薬のことも含めて、その人たちの生活
を犠牲にして日本の食卓は成り立っている。」ということを聞きました。を犠牲にして日本の食卓は成り立っている。」ということを聞きました。

　エビについて言えば、日本では無頭のエビがパッケージになって並んでいるけど、　エビについて言えば、日本では無頭のエビがパッケージになって並んでいるけど、
あれは東南アジアの人たちは寒い中で頭を切り落とす作業をしてできた物です。貧あれは東南アジアの人たちは寒い中で頭を切り落とす作業をしてできた物です。貧
しいので、その切り落としたエビの頭をスープにするなどして食べるそう。私はそしいので、その切り落としたエビの頭をスープにするなどして食べるそう。私はそ
れまで、そんなこと思いもしなかったから非常にショックでした。でも、ショックはれまで、そんなこと思いもしなかったから非常にショックでした。でも、ショックは
ショックでそこで終わっていて。結局えびを食べなくなってバナナを食べなくなっショックでそこで終わっていて。結局えびを食べなくなってバナナを食べなくなっ
ただけでした。ただけでした。

―途上国の現実―途上国の現実

日本では、水なんてひねれば出てくるのが当たり前になっていますが、途上国では日本では、水なんてひねれば出てくるのが当たり前になっていますが、途上国では
毎朝、女の人や子供が水汲みをしています。水を汲んでくるってのは重いし、本当に毎朝、女の人や子供が水汲みをしています。水を汲んでくるってのは重いし、本当に
大変なことです。でも、そういうことをやってしか得られない人が多いし、それでも大変なことです。でも、そういうことをやってしか得られない人が多いし、それでも
きれいな水を得ることができればいいほうで。今のイラクやアフガニスタンのようきれいな水を得ることができればいいほうで。今のイラクやアフガニスタンのよう
に、戦争の犠牲になってるとこではそんな水だってなかなか得られないんです。に、戦争の犠牲になってるとこではそんな水だってなかなか得られないんです。

―私たちが考えなくてはいけないこと―私たちが考えなくてはいけないこと

本当にたまたま、憲法９条に日本は支えられたことや戦後復興などのお本当にたまたま、憲法９条に日本は支えられたことや戦後復興などのお
かげで、先進国に入っているけれど、私は“極上の生活をしている” って意識かげで、先進国に入っているけれど、私は“極上の生活をしている” って意識
を持てないんですよ。生まれてからそれが当たり前だと思っているから。反を持てないんですよ。生まれてからそれが当たり前だと思っているから。反
対に多分戦争をやってる中で生まれた子は生まれてこの方それが世界だと対に多分戦争をやってる中で生まれた子は生まれてこの方それが世界だと
思ってるだろうね。そんなことひっくるめて地球があるわけだけど、そんな思ってるだろうね。そんなことひっくるめて地球があるわけだけど、そんな
全体を考えて生きていかないといけないと思うんです。戦争がなによりの環全体を考えて生きていかないといけないと思うんです。戦争がなによりの環
境破壊で人権破壊だと思うけれど、そういうこと考えて行動して生きていか境破壊で人権破壊だと思うけれど、そういうこと考えて行動して生きていか
ないといけないの。だから何のために勉強するかっていうのにも視野を広げないといけないの。だから何のために勉強するかっていうのにも視野を広げ
てやっていってほしいと思います。てやっていってほしいと思います。

ただショックを
受けただけ
動けなかった

　お年玉をもらふこどもあれば、親戚のこどもにお年玉を与ふその親あり。故に親戚全体を見れば、親世代からこども世代
へ金を与ふに等し。さうはいへど、毎年親が子のお年玉をまきあげるは許し難し。嗚呼家の生活費とローン…(ひろひー )

Fair Trade Interview Fair Trade Interview Fair 
Trade Interview Fair Trade Interview Fair Trade
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Trade Interview Fair Trade Interview Fair Trade 
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Interview Fair Trade Interview Fair Trade Interview

v w v w
Interview Fair Trade Interview Fair Trade Interview

v w v

12/5 ～ 12/12に北部厚生会館12/5 ～ 12/12に北部厚生会館
でフェアトレード商品の展示やでフェアトレード商品の展示や
販売をします。この機会にぜひ立販売をします。この機会にぜひ立
ち寄って手にとって見てくださち寄って手にとって見てくださ
い。フェアトレード商品といってい。フェアトレード商品といって
も、有名なコーヒー紅茶だけではも、有名なコーヒー紅茶だけでは
なく色々なものを取りそろえるなく色々なものを取りそろえる
予定なので楽しみにしていてく予定なので楽しみにしていてく
ださいね。ださいね。
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　フェアトレードというのは本当に頭でっかちに考えないでほしいと思います。現実コーヒーを飲まない人は多くありません。
好き嫌いはあるけど世界で３番目の消費国だし、チョコだって食べない人は多くないと思います。

―名大生に伝えたいこと

　今すごい混沌としてると思います。昨日オーバービーさん（退役軍人、大学教授、アメリカ人　79歳）の公演に行ってきました。
彼は憲法９条を世界の憲法にしたいと言っていました。日本にいて私たちが平和に生活してきたのは憲法９条があったからこそ
で、それを忘れてはいけないと思うんです。

―世界を考えるきっかけにフェアトレードはなりうる

例えばココアでも、買人が買いにくると自分たちが働いた分に見合ったお金すら
もらえないんです。なぜかというと、買い叩いて儲けようとするから。ココアを作っ
た人たちはトラックとか輸送手段がなく、買い叩かれても売らなければ現金を得れ
ないから売っています。例え、その人たちのことをコヨーテと呼んでいるくらい搾
取されていても。

途上国でも裕福な人とか教育を受ける機会を得た人、そこの中でもそういう貧しい
落差に心を痛めている人はいる。その人たちが何かできないかとしても、例えば何か
を作っても売るところがなければお金にならなければ仕事になっていかない。そこを
先進国のフェアトレード団体とつながることによって販路ができてまわってくる。

イギリスの団体が民主的に運営する組織を作って、工場も作って自立できるよう
にサポートして、なおかつ販路も広げていくって形でフェアトレードを始めた。途上
国の人たちが自分たちでやっていこうと思ってもできないわけです。
それこそ地域のことからいっても、地域の有力者っていうのはそれこそ政治の経
済も警察も握っているから気に入らなければ消してしまえばいい。でもそういう団
体の組織があると簡単には消せない。そんな風に途上国では貧困のサイクルからな
かなか抜け出すことができないけど、先進国が少し手を差し伸べることによって浮
き上がっていくことは可能。途上国の人には無い選択肢が私たちにはある。

途上国の人たちは

自分たちで
したいと思っても
できない

選択肢がない

　フェアトレードに関わっていることがきっかけとなってそういった情報が入って
きています。まずは知ることが大切。知ることで、何ができるかって選択できるよう
になります。私たちはそういう立場にいるのだから。安いもの買うことによって間接
的に加害者になってるということを知ってほしいと思います。

両親からお年玉をもらうのって普通だと思っていたら違った…。(ふーちょ )

Fair Trade Interview Fair Trade Interview Fair 
Trade Interview Fair Trade Interview Fair Trade

v w v w
Trade Interview Fair Trade Interview Fair Trade 

w d n v w

でもその材料はすべて赤道を中心とした途上国。あと、携帯の材料にしても結局アフ
リカでそういうものが出るから戦争の種になっていきます。そして内戦が続くから
若者たちがいなくなると今度は少年兵になっていくのです。少年兵が銃を持ちやす
いように銃も軽くなりました。世の中、世界中に目を向けたらもう悲惨なことが次か
ら次へと起こっています。
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12月5日から12日までの北部生協の玄関でフェアトレード商品を売ります。いろいろな
商品を用意する予定なので、ぜひ一度来てください。ほかにも、ユニセフのグッズの展示や
フェアトレード商品の展示なども行う予定です。

To pro
mote t

radit
ional

 skil
l

To pro
mote t

radit
ional

 skil
l

To pa
y pro

duce
rs fa

ir pr
ices

To pa
y pro

duce
rs fa

ir pr
ices

To pro
mote r

ural 
devel

opment

To pro
mote r

ural 
devel

opment

To make 
adva

nce p
ayments 

if ne
eded

To make 
adva

nce p
ayments 

if ne
eded

To ope
rate 

with tr
ansp

aren
cy

To ope
rate 

with tr
ansp

aren
cy

To sup
port 

appr
opria

te tec
hnolo

gy

To sup
port 

appr
opria

te tec
hnolo

gy

写真はユニセフ班が名大祭の時に売っていたフェアトレード商品の写真です。

―あとがき

今回は、フェアトレードグッズを取り扱っているお店、「風” s」の店長さんに話を伺いました。フェアトレードと今回は、フェアトレードグッズを取り扱っているお店、「風” s」の店長さんに話を伺いました。フェアトレードと
いう取引の話から、現在普通に売られているものには途上国の人が搾取されて市場に出ているものがあることや、いう取引の話から、現在普通に売られているものには途上国の人が搾取されて市場に出ているものがあることや、
フェアトレードから世界の情勢につながっていくことなどを知ることができました。現在、フェアトレード商品をフェアトレードから世界の情勢につながっていくことなどを知ることができました。現在、フェアトレード商品を
街中の普通のお店で見かける機会が増えてきたように思います。それはやはり、フェアトレードの商品を手に取っ街中の普通のお店で見かける機会が増えてきたように思います。それはやはり、フェアトレードの商品を手に取っ
た人がいたからこその結果だと思います。支持されて活動が広がっていることは、フェアトレードに携わる活動をた人がいたからこその結果だと思います。支持されて活動が広がっていることは、フェアトレードに携わる活動を
している私たちにとってすごくうれしいことです。フェアトレードの背景にある現実を少しでも多くの人に知っしている私たちにとってすごくうれしいことです。フェアトレードの背景にある現実を少しでも多くの人に知っ
てもらえるように今後も活動を続けていきたいと思います。そして、この記事を読まれて、フェアトレード商品をてもらえるように今後も活動を続けていきたいと思います。そして、この記事を読まれて、フェアトレード商品を
見かけた時に手にとろうと思っていただけたら幸いです。見かけた時に手にとろうと思っていただけたら幸いです。

編集：unicef班広報部

これまでどんな使い方をしたか考えてみたけど思い出せない…と言うのも大抵毎年貯蓄しているからかしら。目先の欲
にとらわれないで計画的に一年を始めたいものです。（まや） 25
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◆普天間基地移設問題って何!?◆
　この墜落事故も影響していると思われますが、市街地のど真ん中にある普天間基地を違う場所へ移そうという話です。移設先
の候補地は名護市辺野古(へのこ)のキャンプ・シュワブ沖合。しかし、辺野古の人々にとっては迷惑な話です。辺野古はジュゴンの
生息地として知られています。現在辺野古では、「非暴力の闘い」と呼ばれる座り込み運動が続いています。

◆沖縄についてどんなイメージを持っていますか？◆

◆もしも自分の大学に米軍のヘリが墜ちてきたらどうしますか？◆
　2004年８月13日(金)14:15ごろ、沖縄国際大学の敷地内に米軍のヘリコプターが
墜落しました。沖縄国際大学は、最近移設問題で話題の普天間基地のすぐ近くにあり
ます。その普天間基地所属のヘリコプターが墜落したのです。
　原因は、過酷な勤務で疲れていた整備士が、プロペラを留めるある部品を付け忘れ
たことでした。ヘリは周囲の住宅地に部品をばらまきながら高度を落としていき、つ

いにはこの場所に墜落しました。もう少
し落ちるときの高度が低ければ住宅地
に墜落していたし、高ければ授業中の大
学の建物にぶつかっていました。事故当
時は夏休みでしたが、集中講義やサークル活動で意外と多くの人が大学にいました。
けが人が一人もいなかったのは奇跡と言えるでしょう。
　現在はヘリがぶつかった建物は取り壊され、焼け焦げた木の周りにロープが張っ
てあるだけになっています。

　“沖縄”といえば、どんなことを思い浮かべますか?エメラルドグリーンの海、珊瑚
礁、エイサー、ミミガー、シーサー…などなど、独特の自然や文化を思い浮かべません
か?でももう一つ、沖縄には大事な要素があります。60年前、日本で唯一地上戦が行
われ、それ以来続く米軍基地との関係。自然や文化とともに、“平和”も沖縄を知る上で
の大事な要素なのです。
　修学旅行で沖縄へ行った方もいると思いますが、最近は修学旅行の日程が短くな
り、この３つの要素のうち平和学習が削られる傾向があるそうです。

名護市辺野古

那覇市
宣野湾市

　普通に、一万くらい抜いて全部貯金です。いや…貯金…かな？ちゃんと貯金にしてくれてるんだろうか？ぼく、自分の通
帳って見たこと無いんだよな…。問いただすと、学費に使いました、とか言われそうだ。しかしそう言われたら僕は何もで
きない…。せいぜい、遺産に期待するくらいです。頑張ります（何を？）。(ゆーすけ)

Me~dia 12　Peace Now!21

Peace Now!21
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　もし自分が普通に大学生活を送っている中に米軍のヘリが墜ちてきたら、と考
えるとぞっとしませんか?私たちにとっては非日常的な毎日が、沖縄に住む人々に
とっては“日常“なのです。「石を投げてやろう」(地元の人談)と思うくらい大きな音
を立てて飛ぶヘリコプターも、わが物顔で道路を走る米軍のトラックやバスも、み
んな沖縄の日常なのです。こんな状況を、とても“平和”と呼ぶことはできません。
　この背後には『日米安保』があると言われています。上の“占拠”という表現は少々
オーバーかもしれませんが、ヘリ墜落事故の時も、墜落後４日間ほど米軍は現場の
周囲を立入禁止にし、地元の人には何も知らせないまま事故を処理しました。

　沖縄を訪れると、普段の報道では知らされない事実がたくさんあることに気付かされます。多少距離は離れていま
すが、同じ日本という国の中の現実なのです。ぜひとも皆さんに一度沖縄へ行ってもらいたいと思うのですが、それ
は無理なのでこのページで少しでも多くの人に知ってもらいたいと思います。次号も沖縄シリーズ続きます。

◆自分の大学を米兵に占拠されたらどうしますか?◆

文責：ハムハム

◆“思いやり予算”を知っていますか？◆
　沖縄に駐留するアメリカ兵の光熱費、誰が払っているか知っていますか?実は、日本の税金、つまりは日本国民が払っているの

です。これは“思いやり予算”と呼ばれ、1978年に当時の金丸信防衛庁長官が「相手が
困っているときは思いやりを持とう!」と言って、円高などで苦しむ米軍のために駐
留経費を負担したのが始まりです。87年には特別協定が結ばれ、家族住宅の整備費、
日本人従業員の給与、米軍が使う光熱費に水道代、さらに訓練移転費なども負担する
ようになり、2003年の負担額は2,460億円にものぼっています。自分たちでお金を
払っていないので、アメリカ兵は出かけるときもエアコンをつけっぱなしにしてい
くそうです。
　雇用など経済的な面では基地に依存している沖縄。でも、これではあまりにもばか
にされているような気がしますが…。

　20歳までは未成年を理由に逃げるとして、それ以後は大学生を理由に逃げるから別に良くてそれ以後は…無所得を理由
に逃げるような大人にはなりたくないとおもいます。(リト)
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Ｍe～ dia伝言板

暇なときにすること
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　　暇なときは古本屋

巡りをします。ときどき、

自分の気に入ったマンガ

に出会うと、3時間くらい立ち読みし

ています。いけないと思いながら、足は

古本屋へ…。   （はせじゅん）

暇な時にすることは買

い物です。名古屋市内だっ

たらどんな遠くても自転

車で行きます。一番遠くまで行ったの

が港区のジャスコで片道1時間20分

かかりました。 （あさ）

万博で集めた資料の

整理。（パンフやらピン

バッチやら最終日は

商品を客めがけてばらまく外国館

もあり、本当にいろいろ集まりまし

た。）30回位行ったので、完全に整

理するまでに1年くらいかかるかも

…。 （ダニー・ーチュン）

こだわり

皆さんは、カレーの食

べ方にこだわりってあり

ますか？私はカレーの

ソースとご飯を混ぜて

（混ぜつつではなく）食べるのですが、

周りの人はカレーとご飯を少しずつ

混ぜて、（かけて？）食べていました。

まぁ、見た目はその方がキレイなんで

すが、カレーはちゃんと混ぜて食べた

方がおいしくありませんか？（モモ）

冬本番!!忘年会、イベントごととお金のかさむ時期かも知れないけれど
それだけきっと楽しいはず。初めて名古屋に来た人は実家との寒さの違い
を感じるかも。そんなこんなで、今回は複数でコメントを書いてみました。

(かまとと)

Paint

数ヶ月前、妹から「来年、お年玉ちょうだい」と言われました。ということは、20歳を過ぎるとお年玉を渡す立場になるの
か!?(シュウセイ)
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美内すずえの「ガラス

の仮面」がおすすめ。ド

ラマでもやっていたけ

ど、漫画のほうがマヤの無茶っぷりが

出ててなお良し。最初昭和何十年代か

と思われる“キラキラおめめ”に引く

けど、ハマる！友達に貸したら全員ハ

マってます。 （かときち）

　●Me～dia伝言板
取り扱い説明書●　

この伝言板は、右の投稿テーマに
ついての投稿や普段感じること思
うことetc.を、Me ～ diaを通じて
交流するページです。

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、ひろひー、まや、りじゅ

イラスト　　　 ：にゃお 

2月号の投稿テーマ

こっそり募集しているテーマ
○自分流携帯の使い方

○生協の購買にあるおすすめ品

○おすすめの店

○健康のために心がけている出来事

○定期テスト対策

○ダイエット特集
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おすすめマンガ

小学校の低学年（もし

かしたら高学年だったか

も）で読んだ“スラムダン

ク”20歳になってまた

読み返してみると、「これほど深いもの

だったのか!!」と新たに考えさせられ

ます。 （Wild Horse）

僕がオススメした

いのは“聖・星矢（セ

イントセイヤ）”です

ね。本屋で立ち読みしてあまりに面白

かったので全巻（15巻）まとめて買っ

たほどです。どこが良いっていうの

は具体的には言えないけどとにかく

ハマりますよ。友達も1巻を読んでハ

マって時々熱く語ります。共通のマン

ガで語れるって楽しいですよ。

 （玄米フレーク）

名古屋のデートスポット とっておき旅行話

おすすめマンガ「のだ

めカンタービレ」です。

私は生協の本屋に注文

して全巻そろえました。

新刊マンガを買ったのはひさしぶりで

す（BOOK OFFです）。 （チャリママ）

2月といえば春休み。春休みに向け
てとっておき旅行話ありませんか？

2月…。どっかよい場所ないかなと
悩んでいる人も。良い情報はみんなで
共有しましょ。

投稿テーマ大募集中です！！

読者に聞きたいテーマをアン
ケートに書いておくって下さい。

落し蓋をすると煮崩れしにくくかつ味がよく染みるのですが、玉状では役に立たなそうです。お年玉でしたら、下宿する
ための費用にでもあてたいところです。(だつ)
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　北海道人なので北海道フェアは楽しみです。  
 （MAZ）
→そうですか。楽しみにしていてください。きっと
北海道のおいしい食べものが出てくると思います  
 （りじゅ）

　理系中華食堂がなくなったことを初めて知りま
した。一度行ってみたかったのに。 （あさ）
→残念でしたね。でも理系中華食堂は新たにカフェ
に生まれ変わります。生まれ変わったカフェに行っ
てみてください。 （りじゅ）

　理系福利厚生施設の改修、楽しみに待っていま
す。10/17 ～東北のラーメン４種、食べてみます。  
 （K・Y）
→私は東北のラーメンを4種類中3種類食べました。
あと1つで完全制覇でしたが。 （りじゅ）

　1年だからまだ1回も理系中華食堂＆理系カフェ
テリア利用してない… （Wild Horse）
→理系中華食堂は閉店しましたが、理系カフェテリ
アは利用できるので、1度行ってみたらどうですか 

（りじゅ）

　実際自転車を盗まれたのでとても参考になりま
した。 （ちびまる）
→盗られても泣き寝入りする人も多いと聞きますが、
警察への連絡はきちんとした方がいいと思います。参
考になったみたいでとてもうれしいです。（みっくす）

　私はベルのフタの部分を盗まれたことがありま
す。これだけは防げませんね。 （あさ）
→…。色んなものを盗む人がいるようで。（ みっくす）

　私の自転車は盗難されたことはないのですけど、
パンクを３回はしています。こう度々あると買い換
えたほうが安くついたかも…と後悔。 （かときち）
→うーん…。タイヤのゴムが痛んでいるのでしょう
か。製品によってパンクしやすいものもあるかもし
れないので、次にパンクしたら新しいものにするの
もありかもしれないですね。 （みっくす）

　昔　自転車を２回も盗られたことがあるので今
は必ず鍵をかけるようにしてします。少しの時間で
も鍵はかけるべきですよね!! （ちゃんぷる）
→心が痛すぎるお言葉です。２回目に盗られた原因
は少しの間だと思って、鍵を…。 （みっくす） 

　全く就職のことを考えていませんでした（汗）。  
 （かまとと・3年）
→今からでも間に合うと思います！就職セミナー
などに顔をだしていくうちに自分の考えがまとま
るかもしれません。12/17にある就活サプリ塾はオ
ススメです。 （くみ）

　インタビューされた5人の考え方が同じじゃな
かったので（進む道もバラバラだったので）いろん
な意見がきけたのですごく役に立った。  
 （Wild Horse）
　就活はすごく大事なことだから、体験談がたくさ
ん載っていてとてもよかった。 （おかめひめ）
　いろいろな人のケースがあって参考になった。  
 （みずねこ・医学部職員）
→人生の進む道がバラバラだということを考えれ
ば、就活の考え方・やり方も人それぞれ。できるだけ
たくさんのケースを紹介できるように記事を書き
ましたが、まだまだほんの一部です。 （くみ）

　実際に就職活動を終えて振り返ってみるとその
時×2でたくさん悩み、考えてみたもののあっとい
う間に過ぎていった気がします。これから活動に臨
む人には、業界や仕事に対して先入観を持たずに頑
張っていってほしいです。 （モモ）

　就活をして、仕事、社会のことについていろいろ
考え、自分の意見を持つようにした。考えることが
面接に役立つと思う。 （COURS）

　自分の頃はバブル絶頂期で特別就活した覚えも
ないので今の人はたいへんだなぁと…。  
 （チャリママ）

　昭和35年4月に理系就職しましたが、当時のこと
を思い出します。いざなぎ景気のため、“娘一人にム
コ8人”と言われるくらい求人が多かった。 （K・Y）

　もっとマイナーなものも知りたい （ぴよ）
→生協のお店では見つけられませんでした。私が名
古屋人なので、案外気付かないだけかもしれません
が。 （ひろひー）

　なぜに名古屋は「ミソ」ばかりなの？味が濃いよ
…… （ちゃんぷる）
→ミソアイスクリームというのも北部食堂にあり
ますよ。匂いも濃いですよ。 （ひろひー）

　平和について考えさせられました。 （あさ）
→これからもそのような機会を提供できたらいい
なぁと思います。 (ハムハム)

　今後の活動方針が示されたことは、平和への大き
な一歩だと思います。 （はせじゅん）
→今後も、記事だけでなくいろいろな平和の活動が
出来たらいいなと思います。 （ハムハム）

　エッセイコンテスト応募してみればよかったな
と思いました。来年はぜひ。 （かときち）
→ここだけの話、応募者が少ないので入選する可能
性大です。今回の記事で来年どうなるか分かりませ
んが…。 (ハムハム)

　名大神社なるものがあるのですか？ （あさ）
→はい、私たち学生委員会がオープンキャンパスの
ために作りました。神社といっても巨大な建物では
なく、ひっそりとしていますけどね。 （ふーちょ）

　食堂の声カードっていつもネタばかりで一番大切
な意見が無視されがちな気がします。私も何回か出
しているけど未だに貼られたことないです。 （有葉）
→本来の目的である「食堂をよりよいものにする」
という事が軽視されているのは問題ですね。「声
カードを出しても貼ってもらえない」と声カードに
書いてみては!? （ふーちょ）

　奥村さんって誰ですか?その人しか返事しないの
ですか? （Wild Horse）
→奥村さんは北部食堂で声カードの返事を書いて
いる人です。詳しくは"生声"で。北部食堂に寄せられ
る声カードほとんどを奥村さんが返事しています。
 （ふーちょ）

　お年玉はいつも定期貯金でコツコツ積み立ててました。たまにテレビで「お年玉は全部で●0万円です。」といっている小
学生はいったいなんなんだと思う今日この頃。弟の金額と比べて「長女でよかったなー」とひそかに優越感に浸ってます。
(のん)
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Me ～ dia10アンケート回答者（敬称略）
理学部１年 MAZ
工学部１年 Wild Horse
工学部１年 ちゃんぷる
医学部１年 ちびまる 
文学部２年 おかめひめ
文学部２年 芋焼酎
経済学部２年 かときち
経済学部２年 有葉
情報文化学部２年 あさ
工学部２年 没一
農学部２年 はせじゅん
文学部３年 かまとと
理学部３年 玄米フレーク
文学部４年 モモ
理学部４年 COURS
教育学部聴講生 K・Y
国際開発研究科 ダニー・チュン
医学部職員 ぴよ
医学部職員 みのむし
医学部職員 チャリママ
医学部職員 みずねこ

◎当選者の皆様おめでとうございます。
　図書券は後日発送します。
◎今後もMe ～ diaをよろしくお願いします。

〈今回のアンケートは21枚でした〉

Me ～ dia10アンケート当選者（敬称略）

工学部１年 ちゃんぷる
医学部１年 ちびまる
文学部２年 芋焼酎
経済学部２年 有葉
情報文化学部２年 あさ
農学部２年 はせじゅん
文学部３年 かまとと
文学部４年 モモ
医学部職員 チャリママ
医学部職員 みずねこ

　募金の使い道で、女子教育の割合が高いのにびっ
くり！ （おかめひめ）
→５年間スパンで女子教育に力を入れる期間なの
も募金の使われ方の割合が高い理由だと思います。
女子教育をすることで、母親としての知識を得た
り、早くに結婚して子供をたくさん産んで貧しくな
るスパイラルから逃れることが出来るので、良いこ
とだと思います。そして、女子教育への活動資金と
いっても、学校に女子トイレを設置するようなもの
まで含まれています。ハード面のフォローだけでな
く、ソフト面への対策も大切だと思います。  
 （unicef班）

　自分が募金したものが本当に困っている人、地域
に届けられているのか、募金によってどんなことが
出来たのか、がもっとはっきり分かったら募金する
人も増えるように思います。 （モモ）
→災害が起きたところに対しては地域別募金など
を行っています。また、学内で集められている募金
は全額日本ユニセフ協会に募金しています。その使
い道はユニセフ協会の発表の通りなのですが、ユニ
セフ班の広報が至っていないのも現実なので、今後
はもっと募金の使われ道についても広報を行って
いきたいと思います。 （unicef班）

　二階の蔵書量がふえすぎて、大地震時には床が抜
け落ちることを十分自覚しています。最近は古本購
入の方が多い。（ゲルピンのため） （K・Y）
→本好きは地震対策も大変ですよね。東海地震・東南
海地震などがくる前に、本を１階に移動！でも、本を
積んでたら結局倒れてきて危険なままなので、気を
つけてくださいね。そういえば、私の部屋は漫画がど
んどん増殖しているけど、どうしよう…。 （学読班）

　izumi毎回手に取っています。紹介されているもの
で、おもしろそうな本は図書館で探すなどして読ん
でます。 （COURS）
→izumi愛読者さんがいらっしゃって嬉しいです。
104号には性格に合った本を見つけるためのチャー
トが載っていて、南部書籍でも連動した企画を行っ
ていましたが気付いていただけたでしょうか？次
号（105号）は12月中旬に発行予定だそうなので、ぜ
ひそちらの感想も聞かせてください。 （学読班）

　もっといろいろな本を紹介して欲しい。 （ぴよ）
→今回はちょっと趣向を変えて、学読班メンバーお
すすめの漫画を紹介してみましたが、どうだったで
しょうか？紹介してほしいジャンルや好きなジャ
ンルがあったら、ぜひアンケートに書いてください
ね。 （学読班）

　読書の秋。今年の秋は10冊を目標に読みたいと思
います。 （あさ）
→おぉ！すごい意気込みですね！！がんばってく
ださい☆目標を達成したかどうか…ぜひMe ～ dia
編集部にもお便りくださいね。 （学読班）

　テレビで「とうふティラミス」ってのをみました。
とうふの水分をきって、ココアパウダーと砂糖をか
けるだけ。うまいらしいですが。 （芋焼酎）
→豆腐とココアのコラボレーションですか!?おもし
ろいですね！今度試してみまーす!     （ショッカー）

　激安メニューも特集してー☆ （ちびまる）
→SOですねー、考えときます。ちなみに今回ヒュー
チャーされた卵ご飯は激安でオススメですよ!  
 （ショッカー）

　豆腐は味がないからキライです。 （MAZ）
→好き嫌いは少ない方がいいですねっ ! 温かいでき
たての豆腐を食べてみてはどうでしょうか？香りも
味もいいからきっとスキになりますよ!!（ショッカー）

　10問ぐらいで解答分かっちゃったケド、全部解き
ました。逆引き広辞苑最高！！ （Wild Horse）
→次回は自力でチャレンジしてみて下さいね。  
 （編集部）

　クロスワードつかれました （かまとと）
　クロスワード得意や!! （玄米フレーク）
　クロスワード得意です。 （あさ）
　普通のクロスワードより難しいです。（かときち）
→今回のクイズは「さんすう」です。チャレンジして
みて下さいね。 （編集部）　

　私も恋したい～。 （COURS）
→前担当者曰く「出会い・ときめき・自分磨き。この3
点が大事だと思います。」だそうです。 （みっくす）

　私、いい恋してます。 （かまとと）
→いい恋をしているって思えるのは素敵☆（みっくす）

　秋らしい表紙でした。カラーにするともう少し目
立つのでは （みずねこ）
　表紙が秋っぽくていい雰囲気が出ていると思う。
葉が黄色、赤色に変わっていく様子はお気に入りで
す。 （COURS）
→ありがとうございます～。表紙は裏表紙に比べ圧
倒的に衝撃力に欠けているので代わる特長を模索
中です。何かご意見があればこれからもよろしくお
願いします！！ (リト）

　今回のMe ～ diaはいつものMe ～ diaより表紙が
やわらかくなったって思うのは気のせいでしょう
か?? （玄米フレーク）
→十五夜をイメージして描いたのですが十五夜は9
月なんですよね…。ちなみに夜のつもりで描いたの
ですが「昼に見える」という声が続出してちょっと
へこんでました、実は。 （リト）

　実は…まだミルクプリン食ったことないんです。
ソフトクリームはよく巻くんですケドね。
 （Wild Horse）
→私も最近、ソフトクリームにチャレンジしました。
ミルクプリン味があったら面白そうですね。（コウ）

　そうだ、今夜はミルクプリンにしよう。  
 （ちゃんぷる）
→前の晩は何を食べたのか気になりますね。（コウ）

　裏表紙がGOOD （MAZ）
→今後もMe ～ dia編集部員がモデルを努めますの
で乞うご期待！ （編集部）

　お年玉。周りよりもらう額少なかったかも。親戚のうちとか行かなかったからなぁ。あ、大きな飴もらったのはお正月
だった。大きさが子どもの顔くらいあった気も。(みっくす)
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さ　ん　す　う

Me~dia 12　さんすう

　なお、前回の当選者はMAZさん
です。MAZさんには図書カード
1000円分が送られます。
　

     と、まぁこんなとこです。以上です。次の号もよろしくお願いします。それから正解者の中から抽選で一名に、図
書カード 1000円分を進呈します。アンケート用紙に答えを書いて送ってください。あと、この問題の解答は次号
Me~dia2に掲載します。それじゃあ、さようなら。おやすみ。

私は○○歳を超えたため、今年は年齢的にお年玉をもらうことはできなさそうです。何年かすると、お年玉をあ
げる立場になってしまうかもしれません。(りじゅ )
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　私たちは、名古屋大学学生全体で新入生を歓迎、応援し、共に名古屋大学を活気あるものにし

ていく仲間を迎えます。全新歓ではそのための“新歓”を作っていきたいと思っています。

　団体・個人・形式を問わず、ご意見のある方は所属構成団体を通じて、あるいは直接上記のい

ずれかの団体まで文章またはメールでお寄せ下さい。

　このたび、2006年度全学新入生歓迎実行委員会（略して全新歓）が発足しました。

　この委員会は以下の6団体で構成され、「新入生の不安を解消し、期待に応え、共にいきいきと

した、活気あふれる名古屋大学づくりをすすめる仲間として温かく迎えよう」という目的のもと、

活動しています。

全
ぜ ん し ん か ん

新歓公
こ う

示
じ

☆ ★

E-mail : zenshinkan2006@yahoo.co.jp
URL : http://www2.jimu.nagoya-u.ac.jp/zensinkan/index.html

　大学生になって自分がほとんどお年玉をもらわなくなったのには特に何とも思わなかったけど、自分の周りを見てい
とこたちの子どもたちがわらわらしてきたらちょっとした不安が。自分は、いつごろからちびっ子たちにお年玉を上げな
きゃいけなくなるんだ!?(にゃっこ)



学 生 委 員 会 だ よ り学 生 委 員 会 だ よ り
☆

★

★

☆

月の活動報告10,11
新入生歓迎活動

SCメールマガジン

メールマガジン会員特典メールマガジンの内容

新入生歓迎活動って何？

　…以上、今年最後のページ下でした。ここまで読んでくれてありがとう！ページ下、それはほんの数行の小宇宙。
思い描いたことは、どこまでもどこまでもとんでいって…そんなこんなで、来年もページ下が続いていきます。こ
れからもよろしくね！ (編集部)
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Me~dia 12　学生委員会だより
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Me~dia12のアンケート締
め切りは1月10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~dia2は1月30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

大学に入学して早くも
1年半以上経過してしま
いました。来年の今ぐら
いの時期には、就職活動
の事を考えていると思い
ます。でも、今は自分のや

りたいことをしっかりとやっておきた
いです。大学を卒業したときに後悔しな
いようにするためにも。ただ、将来のこ
とを全く考えないわけにもいくまい。あ
と2年ちょっとで就職するつもりなのだ
から。というわけで、自分が将来どんな
方向に進みたいのかだけでも考えてお
いた方がよいのかなぁ、と思う今日この
頃です。 （りじゅ）

お久しぶりです!1年
生のみなさんは初めま
して。Me~dia2以来の
編集後記に登場です。
最近のMe~diaでは「ゆ
うべのひとこえ」を担

当しております。そんなわけで、ア
ンケートはじっくり読んでおりま
す。アンケートは編集部員を勇気づ
けるものから叱咤激励をこめたも
のまであり、大変ありがたいです。
これからも、読者の皆様のニーズに
あったMe~dia制作に励みたいと思
います。 （シュウセイ）

前回に続いて表紙を担
当しましたリトです皆さ
まコンニチハ。Me~dia10
の表紙 を描いたときから
Me~dia12の表紙はクリ
スマスネタでいくのだよ
と密やかに意気込 んでい

たので完成してちょっとシアワセ気味で
す。ラフをせこせこ描いてるときにクリ
エイティブな刺激を与えてくれた音楽
と友人たち、ありがとう（ワタシは音楽を
聴いていないと仕事がはかどらないひと
です）。そしてMe~dia12を手にとって下
さっ た方々、来年もぜひぜひ、よろしくお
願い致します（ぺこり）。 （リト)

裏表紙を作ったコウ
です。1日で急いで作っ
たため、こんなんなっ
てしまいました…。面
白いと思ってもらえ
るものを作るのって

のはなかなか大変ですね。ところで
最近、なぜか毎日終電帰りです。た
び重なる遅刻でそろそろ単位も危
なく、いいかげん下宿しようかと思
うのですが、下宿してみたら今度は
自宅生が羨ましくなったりするの
かなぁと思ったり。どうなることで
しょうね。 （コウ）

こんにちは☆編集長で
す。「行く年来る年」いか
がでしたか？書きたいこ
とが多すぎて、2ページ
なのに文字数は3ページ
分ぐらいあります。来年

はとうとう理系食堂がきれいになりま
す。私も理学部なのでかなり期待してい
ます。今、名称の募集を行っているので
ぜひ応募してみてください。採用者に
は豪華賞品が待ってます。私？もちろ
ん応募する予定ですwではでは、次号の
Me~dia2も期待していてください。それ
では。 （のん）

今 回 初 め て「Co-op 
Information」を書きまし
た、にゃっこです。この記
事を書いていた時期は
ちょうど、授業でダメー
ジ受けたり他のものの〆

切が差し迫ってたり風邪気味だったり
…っていう状況と重なっていたので、肉
体的・精神的にけっこう大変でした。た
だただ、授業数の少なさと、多少の夜更
かしには耐えてくれる自分の若さ（？）
に感謝です。いつか、こんな生活もでき
なくなるんだろうなぁ…（遠い目）。
 (にゃっこ)



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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