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　今回のクイズ記事は漢字のクイズ。漢検2級レベルの
問題です。

みなさん明けましておめでとうございます！ 2009年になってはやくも1 ヶ月経ちましたね～。はやいものですね。
テストがもう始まって勉強漬けだと思いますが、たまにはMe~diaでも読んで息抜きなどどうでしょうか？では、
今回もページ下行ってみましょう！（編集部）
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Me~dia 2　Me ～ dia のアンケートを出して図書券を当てよう！

　Ｍｅ～ｄｉａでは、本誌を読者の皆さんにとってより良いものにするために、毎回アンケートを取っています。
読み終わったら、ぜひぜひアンケートを書いて頂くよう、ご協力お願いします。
　また、協力して頂いた方の中から抽選で毎号10名の方に500円分の図書カードを差し上げます☆奮ってご応募
ください！

アンケートの出し方

アンケート回収場所ＭＡＰ

→ →
　あとは、次号を待つだけ。
　当選者は「アンケートのペー
　　ジ（仮）」に掲載されます。
　

　アンケートの投稿方法は3通りあります。
　 a)各生協店舗の声カードボックスに投函する。
　 b)80円切手を貼り郵便ポストに投函する。
　 c)南部食堂裏の学生委員会室に持ってくる。
  どの方法でも良いので、
 締め切り日（今回は3/7）までに投稿して下さい。

　Ｍｅ～ｄｉａを手に入れて、読
　破する。
　本誌に挟み込んである色つき　
　のアンケート（今回は緑色）に　
　意見・感想を記入する。

ＳＴＥＰ２．アンケートを投稿する。ＳＴＥＰ１．アンケートを書く。 ＳＴＥＰ３．次号を待つ。
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文責：Me ～ dia編集部

アンケートを回収している声カードボックスの設置場所です。★印の生協店舗にある声カードボックスにレッツ投函！

北部購買入口付近 BooksFronte入口付近

南部購買入口付近

▲南部購買の声カードボックス

学生委員会室

南部食堂裏にある学生
委員会室に持ってきて
もらってもＯＫです。中
にいる人に渡して下さ
い。ちなみに、編集部で
もあります。

北部食堂出口付近 DiningForest出口付近
　の声カードボックス　の声カードボックス

南部食堂出口付近
パンだが屋内

　の声カードボックス

（（

アンケート強化キャンペーン実施中

●

さて最初のテーマは2月の2にちなんで、「自分の中での永遠の2番手」です。好きだけど1番とまではいかないなぁ、
というような自分の中での永遠の2番手を訊いてみました。（編集部）
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ひじき…ですかね。好きだけど食事のメインにはしたくないってところが、まさに 2 番手です。（ひっしぃ）

購買部の企画

パンフ
レット 書籍部の企画magazine

3/10( 火 ) まで第 28 回

生協店舗に置いてあるカタ
ログに掲載された商品が
15%OFFで購入できます。「広
辞苑」や「男はつらいよ大全」
など様々な商品があります。
ぜひカタログをご覧下さい。

2/3 の節分に合わせて恵方巻を販売します。

今号のMe~dia に節分についての特集
記事がありますのでぜひご覧下さい☆

（北部購買のみ）

「恵方巻」販売
2/3( 火

)

限定

・巻寿司（1 本入） 　　 290 円
・巻サラダ（1 本入） 380 円
・中巻セット（2 本入） 399 円

※価格は全て組合員価格

皆さんテストは終わりましたか？まだ終わってない人は気分転換に購買を、終わった人は春
休みの計画に旅行サービスセンターをぜひ利用してみてください。
　　　　　　　　　　　生協の最新情報は http://www.nucoop.jp/でもチェックできます☆

大学生協マークが新しくなりました !!

昨年から大学生協のマークが新しく
なっていることに、皆さん気付きまし
たか？ちなみに、商品を買ったときに
貼られるシールのマークも新しくなっ
ていたりします。

文庫・新書３冊以上で

 

 文庫新書の日

南部書籍・Books Fronte にて

15％ OFF !!
2/2
(MON)



Me~dia 2　Co-op Information

5

文責：常任理事　菱沼貴之

自分ですね。今まで “副” と付く役職ばかり重ねてきました。小学校の副班長から高校の副部長までトップとは
無縁でしたね。（ぶちょー）

食堂部の企画

旅行サービス部の企画パンフ

レット

生協旅行サービス部ではレンタカーの
予約も承っています。トヨタレンタ
カーの他、日産レンタカー・ニッポン
レンタカーの取扱が可能です。春先の
引っ越しの際には、ぜひ申込下さい。

※ 3～ 4月は混み合いますので、お早めに申込下さい。
　特に週末、卒業式前後はすぐに満車となります。

詳しくは店舗に置いてあるパンフレットをご覧下さい。

COOP レンタカー

「 」4/10( 金 )まで
4/10( 金 )
まで

● 特典 ●

シート・ロープ
　　の無料レンタル

軍手プレゼント
（トヨタレンタカー除く）

2009 年度に生協が配布するマイバッグのデザイ
ンを募集しています！採用された方には、プリ
ペイドカード 20,000 円分（医学科の方には図書
カード）をプレゼント。採用されなくても、良
いデザインであればプリペイドカード 5,000 円
分が当たるチャンスもあります !たくさんのご応
募をお待ちしております。応募方法の詳細など
は下記のweb ページをご覧下さい。
http://www.nucoop.jp/about/mybag0812.html

新学期マイバッグデザイン募集 !
2/12( 木 ) まで

生協脱退の受付手続きを 2/12（木）より 3/24（火）まで北部厚生会館 2F の組合員コー
ナーで行います。大変混み合いますのでなるべく早めにお願いします。この手続で生
協加入時に頂いた出資金をお返しします。必ずお越し下さい。

◆ 2009 年 3 月に学部卒業、または大学院修了のみなさまへ◆

赤 黒対決企画

VS

赤コーナー 黒コーナーハンバーグ級

イタリアン
　　   ハンバーグ

デミグラス
　　   ハンバーグ

315 円 315 円

 ラーメン級

トマトラーメン 黒胡麻担々麺
380 円 380 円

2/9( 月 ) ～ 2/20( 金 )
ダイニングフォレストにて

カレーうどん企画
名古屋と言ったらこれ !?

2/23( 月 ) ～ 2/27( 金 )
ダイニングフォレストにて

・カレーうどん 300 円
・ポパイカレーうどん 380 円
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　節分の行事は宮中での年中行事でした。宮中ではこの日、鬼を払う悪霊
払いとして、彩色した土で作った牛と童子の人形を大内裏の各門に飾りま
した。この行事は平安時代頃にその源流があるようです。
　近代からは、節分当日の夕暮れ、柊の枝にイワシの頭を刺したもの（柊鰯
[ひいらぎいわし]）を戸口に立てておいたり、豆まきをしたりするようにな
りました。現在も一部の地域では、縄に柊やイワシの頭を付けた物を門に
掛けたりします。これらは、季節の変わり目に生じると考えられている邪
気（鬼）を追い払うために行われています。

ってなんだろう？

・豆まき
　炒り豆（炒った大豆）をまき、まかれた豆を自分の
数え年の数だけ食べます。また、年の数より1つ多く
食べると、体が丈夫になり、風邪をひかないという言
い伝えもあります。豆をまくことには、鬼に豆をぶつ
けることにより邪気を追い払い、一年の無病息災を
願うという意味合いがあります。寺社が邪気払いに
行った豆打ちの儀式を起源とした行事です。
　豆をまく際には掛け声をかけますよね？掛け声は
ふつう「鬼は外、福は内」ですが、地域や寺社によって
バリエーションがあるようです。例えば鬼を祭神や
神の使いとしている神社では「鬼は外」ではなく「鬼
も内（鬼は内）」としていたり、「鬼」の付く姓（鬼塚や

　節分の行事は宮中での年中行事でした。宮中ではこの日、

壱

鬼頭など）の家では「鬼は内」の掛け声を使うところ
が多いといいます。他にも、炒り豆を神棚に供えてか
らまく地方などがあります。
　以前は豆のほかに、米、麦、かちぐり、炭なども使用
されたといいます。その中で豆は収穫量も多く、鬼を
追い払うときにぶつかって立てる音や粒の大きさが
適当だったことにより、現代まで残りました。また炒
り豆を使用するのは、節分は旧年の厄災を払い捨て
る行事であるのに、まいた豆から芽が出ては縁起が
悪かったためであるといいます。
　ちなみに、北海道では大豆ではなく落花生などを
まくようです。これには、大豆よりも回収し易く、殻
ごとまくため地面に落ちても食べられる等の利点が
あります。

麻雀でオーラスに振り込んで１位を守れずに逆転されるヤツがいるんですよねー。お正月に小四喜振り込んだり
とか。いつも２位に終わるのはなぜなんでしょう。（momo）

節分

～節分とは～

弐～習慣～

　冬休みもあっという間に終わり、もう2月ですね。大学にいると「もうすぐバレンタイン･･･」といった風潮が
強いですが、2月といったら節分を忘れてはいけません！皆さんも小さい頃には豆まきなどで盛り上がったと
思います。ここでは改めて日本の伝統文化である節分について取り上げてみたいと思います。

日本文化
再考
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Me~dia 2　節分ってなんだろう？

・恵方巻き
　節分の夜、その年の恵方に向かって目を閉じて願
い事を思い浮かべながら、無言で太巻きをまるかじ
り（関西弁では「まるかぶり」）するのが習わしとされ
ています。商売繁盛、無病息災、願い事が叶う、その年
必ず幸運が訪れる、厄落とし等の意味を持つともさ
れています。
　恵方巻きには、かんぴょう、キュウリ、シイタケ、だ
し巻、うなぎ、でんぶ等七種類の具を入れます。これ
は七福神にちなんで福を食べるという意味合いもあ
るようです。恵方とは歳徳神（としとくじん）の在す
る方位で、今年は東北東です。 ↑思い切りかぶりつくのが恵方巻きの醍醐味ですね

↑一般的な恵方巻き

参考HP：『節分について』http://www.ff ortune.net/calen/setubun/index.htm
『お天気屋さん』http://otenkiyasan.com/　『アット大須』http://www.osu.co.jp/

文責：ゆっきー

　節分の時期になると、全国の寺社で様々なイベントが催されています。ここでは有名なところや面白いことを
しているところを紹介します。

・成田山新勝寺（千葉県成田市）　有名力士や芸能人が多く登場。

・箱根神社（神奈川県箱根町）　　　水上スキーの鬼に豆をまく。

・大須観音(愛知県名古屋市中区）　 鬼の面が寺宝なので「鬼は外」は唱えず「福は内」だけを唱える。

・長田神社（兵庫県神戸市長田区）　七匹の鬼が、松明で種々の災を焼き尽くし太刀で不吉を切り捨て、踊る。

・廬山寺（京都府京都市上京区）　     三色の鬼が舞い踊る。

←箱根神社、水
上スキーで逃
げ回る鬼( ！ ) ←共に大須観音の節分会の様子↑

　いかがでしたか？試験期間で忙しいとは思いますが、年に一度の行事ですので足を運んでみてくださいね！

宿題、です。やらなきゃやらなきゃとは思うのに、いつも後回しにされてゆきます。でもそろそろ1番に格上げして
あげないとまずいです。（hime）

　恵方巻きの起源の一つに、大阪・船場で行われてい
た「丸かぶりすし」を元に広がったとするものがあり
ます。「丸かぶりすし」は江戸時代末期から明治時代
初期にかけて、大阪・船場の商人による商売繁盛の祈
願事として始まったとされています。巻き寿司を使
うのは福を「巻き込む」からで、まるごと食べるのは
縁を「切らない」という意味が込められています。
　最近では「恵方ロールケーキ」「恵方ロールパン」と
いうものが出現しています。これもお寿司の恵方巻
きと同じように食べようというものです。

　節分の時期になると、全国の寺社で様々なイベントが催されています。ここでは有名なところや面白いことを

参～イベント～
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Me ～ dia20周年記念　連続特別企画　プレイバック特集記事　

　リラックスの王道といえばやはり音楽鑑賞でしょう。ヘッドホンをして
目を閉じながら音楽鑑賞をすると、とってもリラックスできます。どんな音
楽がいいのかは人によって千差万別ですが、いわゆる癒し系の音楽として

「feel」や「image」など、様々なアーティストの曲を集めたリラクゼーション
CDがオススメです。その他ではクラシック全集や、ピアノ曲だけ集めたピア
ノ全集、映画やゲームなどのサウンドトラックCDなどもリラックスできる
のではないでしょうか？

のんびりしようよ。のんびりしようよ。

　現代人のうち6割は何らかの形で心にストレスを抱えていると言います。ストレスを抱えているとなかなか
疲れが取れなかったり、ちょっとしたことで病気になってしまったりしてしまいます。それに何より、あまり
にも溜まりすぎると美味しいものが美味しく感じられなかったり、楽しいことも楽しく感じられないという
状態になってしまうとか…。そんな風にならないようにいくつかリラックスの手軽な方法をお教えします。

□リラックスの必要性

□手軽なリラックスの方法は…？
　リラックスはストレス対策になるため心身の健康にも貢献します。ここで
は手軽なリラックス方法をいくつか紹介していきます。どれもそれほど大が
かりな用意など要らないので取り組んでみてはいかがでしょうか？

・音楽を聴く（クラシックやリラクゼーションCDも良いでしょう）

・お風呂に入る（たまには奮発して入浴剤など使ってみては？）

・アロマテラピー（良い香りは心身ともに癒してくれます。）

・深呼吸をする（太極拳やヨーガなどいかがでしょうか？）

・空腹は不安（たまにはおいしいお菓子などいかが？自分で作るのもいいかも。）

・自然に親しむ（森林浴や海洋療法などのようにリラックスには最適です。）

ここからは一つ一つのリラックス方法について少し掘り下げてみたいと思います。

▽音楽を聴く

▲モーツァルト全集とfeel
リラックスにはもってこい？

Me~dia78号(2001年10月9日発行)掲載

　このプレイバック特集記事のページではMe~dia創刊20周年を記念し、今号から6号連続で過去Me~diaに掲
載した記事を再掲載します。また、再掲載して欲しい記事のリクエストもお待ちしております。

お金。きっとそれより大事なものがあるぜ！！ LOVEとかさ♪…と胸をはっていいたい…けど現実はどうかは秘
密。（じぇにぃ）
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▽お風呂に入る

　次のページからは名大から名駅までのお散歩体験の記事です。これもまた一つのリラックスだ
と思って( ？ )読んでみて下さいね。

　入浴は身体の清潔を保つだけでなく、リラクゼーション効果もありま
す。ただお風呂に入るだけでなく、たまには入浴剤を使ってみたり、お風
呂に芳香剤を置いてみてもいいかもしれません。お金がかかってもいい
なら近場の温泉に行くのもよいでしょう。

▽アロマテラピー
　ラベンダーやカモミール、ローズウッド、リンデン、フランキンセンスetc、
実に様々な「香り」が売られています。ほんの少しの量でも下宿の一部屋く
らいなら十分行き渡るくらいに香ります。気分によって部屋の香りを変え
てみるのもよいかもしれません。リラックスだけでなく殺菌や免疫力向上
など様々な効果があり奥が深いので趣味としてもよいでしょう。

▽深呼吸をしよう
　ただ深呼吸するだけでもリラックスにはそれなりの効果があります。そ
もそも呼吸を整えることは心身の安定に効果があるものです。ラジオ体操
や太極拳、ヨーガなどは呼吸法をうまく取り込んでいるのでリラックスに
は最適でしょう。

▽空腹は不安
　空腹時はストレスが溜まりやすいものです。リラックスの根本は健全な栄養
状態。お腹が空いたら食べましょう。自分でお菓子を作ったりするのもなかな
か楽しいですし、趣味としてもよいのではないでしょうか？

▽自然と親しもう
　自然と親しむのは目にもいいですし、リラックスにも最適です。外に
出て自然の空気をいっぱいに吸い込むと気分もリフレッシュできます。
名大の近くでも星ヶ丘の山道や平和公園の周辺などは自然がいっぱい
で散歩に適していると思います。

▲星ヶ丘の山道

小中高と、筆箱の中には黒と赤のボールペンが入ってましたが、黒のインク消費量はいつも段違いで２番手。大学
生になって黒も使う機会が増えてきたなぁ。（こじしん）
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おさんぽしよう！おさんぽしよう！
～名大から名駅へ歩こう～

　何気なく歩いていると、ささいなことに感動したり、体を動かしていい気持ちになったりします。今回はそんなお
散歩の楽しみを紹介します。そのため、学生委員のメンバーで名大から名駅まで散歩してみました。

まぁしぃ（スーパーに詳しい先輩）
おかちゃん（がんばりやの一年生）
ふるとも（マイペースな一年生）
ふみえ（おっとりしてやさしい子）
SHO（ポテチ大好きな編集長）
すぎっち（パソコンに詳しい委員長）
ひろに～（怖い外見の優しい先輩）
　　　　　（※当時の学生委員です。）

～参加者紹介～

おおまかな地図

▲吹上公園

8:09　at　学生委員会室

8:23　at　鏡池通り

出発だぁ。ジージー（せみ）。蒸し暑いなぁ。
ラジコンだ、格好いいな。（子供が遊んでた）

やっと大学出た。
SHOがよくしゃべる。いつまでこの元気が続く
のかな？（byまぁしぃ）
ミニミニとニッショー、どっちが先にあるだろ
う？（byまぁしぃ）

結果は…
ミニミニだ！やった。
風、ひゅー。すずし～。
ひろに～先輩、メロンパン買ってくれた。
車屋さんで30年前の車、見つけた。ちっちゃい。

9:15　at　吹上公園

蚊がいっぱい。ぷすっ。ぷくー。
ひろに～先輩、鉄棒にジャンプ、すごい。懸垂？
つかまっただけ？（一応一回やった）

9:28　出発！
ちっちゃい公園みっけ。（花田公園）

雨だぁ。ブーブー。
まぁしい先輩、かけだす。（帰省のためのバスに
遅れそうだったから）お元気で。

〈あるところにぼたもちや〉という店。
なんだかいいね。

ここは、地下鉄吹上駅を降りてすぐの所にありま
す。園内には鉄棒などの運動器具が置いてありま
すので、ちょっとした気晴らしに友達を誘って
行ってみると良いかもしれません。

ミニミニ派 ニッショー派
SHO、おかちゃん、ふるとも まぁしぃ、ふみえ

キ●ロイトリ。ご存知リ●ックマシリーズのサブキャラ。どう考えてもクマ達が可愛いけれど、外せない要素。
viva ！キイロ●トリ！（だいひょー）
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　暇なときに、徒歩だったり自転車だったりで、あてもなく出かけることはありませんか？または同じ目的地へ行く
のに普段と違う道を通ってみることはありませんか？そんなときには小さな新しい発見が色々あると思います。い
いなと思える公園、お店、風景などを見つけては少し幸せな気分になります。暖かいな、涼しいな、と感じるだけでも
気持ちがいいものです。ふと見つけた公園で日向ぼっこをしたり、図書館でゆっくり雑誌を見たりと自分なりに楽し
めると思います。
　散歩に限らず、自分なりにリラックスする方法を見つけて、みなさんが元気に生きていけるといいと思います。

文責：ふるともと愉快な仲間たち　編集：ひっしぃ

〈終わりに〉

～感想～
おかちゃん　： 片道は楽しいと思った。でも帰りは勘弁してください。
ふるとも　　：ついた．幸せ。るんるん。今度また歩こう。
ふみえ　　　：思っていたよりは大変じゃなかったけど、ちょっと疲れた。
SHO　　　　：割と涼しい日だったからまだOK ってとこ。楽しむことができたと思う。でもこの企画、
　　　　　　  実は往復するつもりだったらしく、それは勘弁してくれぇ (泣)と思った。
すぎっち　　：この名古屋、まだまだ未知の領域はあるんだなぁ…。特に芸術作品の多さは…
ひろに～　　：今度はもっと大勢で歩きたいかも。

雨ざーざー、どひゃー。うおー！！

10:13　at　矢場町

ビルの上にぞうさん。（サトウ製薬）

お日さま、にこにこ。（晴れてきた）
でっかいテレビ、車の映像が映ってる。

10:33　東海銀行で休憩。

ソファーでゆっくり。ふにゃー。
晴れ晴れ気持ちいい。じろに～先輩、（街路灯に？）
しゃちほこ発見。（右の図）

変な噴水（伏見駅近く）。水がふわー、ぷはー。
（右の図）

東海銀行にて…
名大からここまで約2時間半歩きづめだった私たちの疲
労は限界でした。…銀行ってとても便利ですね(笑)。

青空に雲。幸せ。

ほほえみかわして風のなか（という石
の彫刻）。（左の写真）
にちにち草、咲いた咲いた。
変なモニュメントいっぱいみっけ。

11:21　ナナちゃん到着！

ついたー。ぽへー。（うれしい）
（タワーズのエレベーターに乗って）空見える。
（15階で）高いよー。（ビルの上に）CocaCola っ
てかかれたボールぐるぐる。名古屋城みっけ。
くるまがいっぱい。赤、白、緑、青。歩く人がちっ
ちゃい。

服。髪型。総じて、見た目。トップは食べ物です。
…え？オタク？いやだなぁ、これでも少しはマシになってきたんですよ？（ウナム）
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こんにちは！パソコンSS(PCSS)です。先月号に引き続き、記事を掲載できることになりました!!
今回は使いこなせればかなり便利な機能であるショートカットキーについて紹介します。

　みなさん、「ショートカットキー」ってご存じですか？普段マウスで行っている操作も、キーボードのいくつかの
キーを押すことでできるんです。ここでは、そのうちでも代表的なものを取り上げました。

文責：PCSS

　いかがでしたか？「わかんない(>_<)」という方、とにかく試してみて下さい!!「習うより慣れろ」。きっと、レ
ポートの作成時など様々な場面で効率よく作業できるようになると思います。

Windowsのショートカットキー

2番手とはニュアンスが少し違いますが、僕はポ○モンを買うとき、必ず2つ目のバージョンを買います。これは人
生で唯一のこだわりです。(かっちゃん)

presentsPCSS
パソコンの使える機能

　エクスプローラなどで全ての項目を選択します。他にも
Wordなら文書内のテキストを全て選択状態にするといっ
た動作をします。Ctrlを押したままAを押します。

Ctrl + A

　起動中のアプリケーションの一覧が表示され、中から選
択したものをアクティブにします。Altを押したままTab
を押して選択します。フルスクリーンのアプリケーション
が稼働中でも有効なので重宝しますが、下手するとハング
アップ(コンピューターが停止し、キーボードやマウスか
らの入力を受け付けなくなること)することもあります。

Alt + Tab

　スタートメニューを開きます。開いてしまえば後はカー
ソルキーとEnterなどで操作できるので、マウスを使わず
に済みます。Ctrlを押したままESCを押します。

Ctrl + ESC (=Windowsキー )

　アクティブな項目を終了したりウインドウを閉じたり
します。Altを押したままF4を押します。デスクトップを
表示したときは終了オプションになります。

Alt + F4

　フリーズしたアプリケーションを終了したり、再起動
して状態を回復したりするときに使います。シャットダ
ウン、ログオフなどもできます。CtrlとAltを押したまま
Deleteを押します。

Ctrl + Alt + Delete

　アクティブなアプリケーションのメニューバーにある
項目を開きます。多くのソフトで、メニューバーに「ファ
イル（Ｆ）」などと（）付きで表示してあるキーを使います。
この例ならAltを押したまま、または押した後でFを押せば
ファイルメニューが開きます。

Alt + 英字キー

　お手元のキーボードを見てください。左側にCtrl、Shift、Alt、Tabとい
うキーがあると思います。左上にはESCがあります。Ctrl、Shift、Altは右
にもあります。Enter、Deleteは大丈夫ですよね??。キーボードによって
少しずつ違いますが、大まかな位置は同じです。上の方にはF1、F2、……、
F12までのファンクションキーがあります。ショートカットの大半はこれ
らのキーを使います。

Me ～ dia2
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Me~dia 2　学読本舗

学 読 本 舗
vol.20

最近の学読班は…

　こんにちは！もうすぐ春休みとはいえ寒い日が続きますね。みなさん風邪などひいてないでしょうか？
　今月は1ページの縮小版でお送りします、学読班の学読本舗の時間です！

　来年度名大に入学してくる新入生に、大学での読書の楽しみ方を伝えるための小冊子を作ろうと考えていま
す！オススメの本の紹介だけではなく、学内の書店や図書館の活用術なども盛り込んでいきたいと思っています。
読書にまつわる「新入生に伝えたいこと」がありましたら、アンケートに書いて教えてください♪

◆2月のオススメ本◆

学読班員オススメの本を紹介します。

みなさんも「ちょっとこれ読んでみて～」とついつい人に薦め

たくなる本があったら教えてくださいね。

活字中毒学読的

　「絶対音感」を科学的、社会的な面から捉
えたノンフィクション。絶対音感は軍事利
用されていたという事実。絶対音感のせい
で音楽に感動したことのなかった女性。
　「人間」と「音感」の不思議さを感じられる
一冊です。

　普通であることを自認し地味な日々を送る
つもりでいた主人公。しかしなりゆきで入部さ
せられた古典部の面々に振り回されるうちに、
いつの間にか謎を解決していく。そして三十三
年前の事件を追って、部誌『氷菓』に込められた
真実を知る…。
　さわやかだけど少し苦めのミステリーです。

『氷菓』
米澤穂信

角川文庫
定価　480円
ISBN: 978-4-04-427101-5

『絶対音感』

最相葉月

新潮文庫
定価　620円
ISBN: 978-4-10-148223-1

文責：学読班

穴子…でしょうか。ウナギと比べたらちょっと弱いし、お寿司の中だとさすがにマグロとかいるし。マスオさんに
も敵わないかと…。（ケンケン）



Me~dia2　た組通信 vol.2

14

　学生委員会と生協のパートさんによる、共済に関する活動をしている集まりのこと。共済のポスターを作っ
たり、病気やケガで給付を受けた人にお見舞いの手紙を書いたりしています。ちなみに、た組の「た」はタヌロー
から来ています。

た組とは？

●共済の特徴●

Me~dia2　た組通信 vol.2

た 組通信

　こんにちは、今回も共済について紹介していきます。テストで大変な時期でしょうが、息抜きにでも見て

やってください。前回は共済の根底に「助け合いの気持ち」があるという話をしました。さて２回目である今回

は、共済の特徴についてお話ししようと思います。

　前回もちらっと話しましたが、共済は大学生のニーズにあった内容になっています。大学生活では
バイトやサークルなど活動範囲が広まる上、一人暮らしをしたり、海外旅行などに挑戦する人も多く
出てきます。助け合いの制度である共済は、これら大学生活全体で起きるトラブルに対応するため、
過去８回の制度改善を行ってきました。では、共済の７つの特徴について見ていきましょう。

①少ない掛け金で大きな保障
　営利を目的としない学生どうしの助け合いのた
め、掛け金を出来るだけ抑えた上で充実した保障を
おこなっています。

②24時間、国内外を問わずに保障

　大学にいる間だけでなく、バイト中や旅行中など
学外での事故・病気にも対応します。

（※火災共済は主に下宿生活に対応した保障であり、
国内のみの保障）

③学生生活にあった保障

　事故や病気になった学生が、その先も大学生活を
継続するための保障を重視しています。スペースの
都合上、詳しい保障の中身については次号以降で紹
介します。

⑤病気や事故の予防提案活動

　全国の給付で集めたデータから、給付件数が多い
事例についての情報提供や、予防活動を行っていま
す。Me ～ diaのこの記事も予防提案活動の一つです。

⑥手続きは学内で簡単にできる

　多くの学生に簡単に利用してもらえるように、学
内の組合員コーナーで手続きでき、またできるだけ
面倒な書類手続きを省いてあります。

④アパート・寮など、

　主に火災共済や学生110番が一人暮らしに対応
しています。中身についてはまた次の機会に。

一人暮らしのトラブルにも対応

⑦時代に合わせて制度の改善、

　学生や父母の意見を取り入れて、より利用しやすく
便利な共済を目指しています。

保障の見直しを行う

学生総合共済７つの特徴

vo l . 2

　前回もちらっと話しましたが、共済は大学生のニーズにあった内容になっています。大学生活では　前回もちらっと話しましたが、共済は大学生のニーズにあった内容になっています。大学生活では
バイトやサークルなど活動範囲が広まる上、一人暮らしをしたり、海外旅行などに挑戦する人も多くバイトやサークルなど活動範囲が広まる上、一人暮らしをしたり、海外旅行などに挑戦する人も多く
出てきます。助け合いの制度である共済は、これら大学生活全体で起きるトラブルに対応するため、出てきます。助け合いの制度である共済は、これら大学生活全体で起きるトラブルに対応するため、
過去８回の制度改善を行ってきました。では、共済の７つの特徴について見ていきましょう。過去８回の制度改善を行ってきました。では、共済の７つの特徴について見ていきましょう。

右ページでは、名大の給付状況の報告と、給付を受けた人の声を紹介します。

売り上げはどうなのかわかりませんが、レクサスGSですかね。LSには値段も大きさもリードされてしまい微妙な
立ち位置なのかもしれませんが、私はGSのそういうところやあの好き嫌いの分かれそうな“顔”が大好きです！い
つか乗ってあげるから待っててね☆笑(ゆっきー )
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　起床時から腹痛を感じていたが、普段どお
り登校した。だが午後５時を過ぎたあたりで
耐えられなくなり帰宅した。その日はそのま
ま寝たが、翌朝痛みが引いていなかったため
病院へ行った。
　診察の結果、尿膜管膿瘍という病気である
ことが判明。体内に残留した尿膜管（※）の構
造に由来する病気であり、事前の注意等で防
ぐことは難しい。

●2008年11,12月の給付件数●

病気：入院21件　手術11件

事故：入院6件　  手術7件　

　　  通院・固定具　32件

病気事故合計金額

6,103,000円

●給付を受けた方の声（病気）●

　病気や事故は自分の意思とは別にやっ
てくる。たすけられて、ようやく実感する
ものがあります。加入していて良かった、
共済。

尿膜管膿瘍で入院１０日、手術１回　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K.Nさん

共済金を送ってくれた全国の仲間に一言！

入院10日間　×6,000円　

＝

　共済の理解は深まりましたか？だんだん共済パンフレットっぽくなってきた気はしますが、共済加入

者にも共済について正しく理解してもらうことが大切だと思っています。

　給付の申請、共済への加入は北部厚生会館2階の組合員コーナーへ!!　　　　　　　文責：こじしん　

●昨年度の2,3月の主な給付事例●

　スポーツでのケガによる給付が多いようです。部活
をやっている人はもちろん、スキーやスノボをすると
きも注意してください。学生委員会の某だいひょーも、
この１月にスノボで左腕を骨折してしまいました。前
号で注意したのに…。
　また自転車事故も多かったです。転倒すると骨折す
ることもあるので気をつけましょう。名大は自転車を
使う人が多いですしね。使う人が多いですしね。使う人が多いですしね。

（JP型）110,000円

＋手術１回　×50,000円　

病気の発生状況と、防ぐためにできること

（JP型）

●給付を受けた方の声（ケガ）●

　予期できない事故に対しての費用をうけ
もってくれるので、本当に感謝している。

トイレ掃除中、鏡の角で右手小指を切り、

７針ぬった。 　　　　　　　　　　　　F.Aさん

共済金を送ってくれた全国の仲間に一言！

通院5回 ×1,500円　

＝ 7,500円

　上記の方は留学生の方で、奨学制度によって共
済の申請が出来ることを知られたそうです。
　共済の申請書類は現在英語のものがないのです
が、受付の人が優しく教えてくれるので、他の留学
生の方も安心して給付の申請をして下さいね。※尿膜管…胎生早期に、赤ちゃんのへその緒と膀胱を結ぶ管。

　通常は退化し無くなりますが、残るとへそからの尿排出　
　や、化膿することがあるといいます。

さて次のテーマは「過去最高の当選物」です。みなさんは今年のお年玉年賀ハガキは当たったでしょうか？この文
章書いてる時にはまだ発表されてないのですが、切手シートぐらいは当たって欲しいですね。前置きが長くなりま
したが、行ってみましょう!!（編集部）
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もう2月になりましたがまだまだ寒いですよね。

ですので、みなさん風邪には十分気をつけて下さいね。

そこで今回は風邪予防の特集を組んでみようと思いました！

それにショッカーらしく料理も絡めていきたいと思います！

第51回

★風邪予防には！？★

風邪予防で、すぐにできて効果てきめんなものは手洗い・うがい！
毎日手軽にできる手洗い・うがいで風邪を予防しましょう☆

　　　手洗い・うがいの効果！

まず何よりも予防が重要です。
食べる前にも必ずしておいてほしい

手洗い・うがいについてまずしっかり知っておきましょう！
それが済んだら…美味しい物を♪

☆風邪予防対策☆

ショッカータイムス
　第一章　特集ページ

　　　　 ～手洗い編～
手は常に外部の空気などと触れ合ってい
るために、私たちが考えている以上に多
くの菌が付着しているんですよね。その
ため風邪などの多くの疾患は、手を媒体
としてうつってしまうのです。
だから、「水つめたいもん」とかって嫌が
らずに手洗いをしましょう！

てことで、手洗い・うがいの正しい方法を学びましょっ♪

                        ～うがい編～
手と同様、のどにも菌が付着しているんで
すって！そのためうがいをすると、風邪など
の予防に効果があります。家に帰った時や、
のどに軽く違和感があるときには、普通の水
道水によるうがいで構いませんが、のどに炎
症ができた時や、風邪が自分の周りではやっ
ている時には、薬を併用してうがいをした方
が効果的らしいですよ。

小学校の頃、自動車屋さんのくじ引きで釣りざおが当たりました。最近同じお店でくじ引きしたら、大根生姜あ
めが当たりました。そこのくじ引きは何気に楽しみ。（こじしん）
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①口に水を含んで、
　強めにブクブクしてはき出す。
②口に水を含んで上を向き、
　15 秒くらい喉の奥までガラガラして
　はき出す。
③もう１回②をくりかえす。

○正しいうがいの仕方

参考： 医療特集うがい　http://www.xylidentx.com/medical/ugai/
            明治製菓 : かぜの対策～うがいのススメ～
　　　　　　　http://www.meiji.co.jp/drug/isodine/susume/kaze/kaze2.html

①両手を水で濡らし、石けんなどを手に取る
②両手のひらをよくこする
③手の甲をよくこする
④指先、爪の内側を十分に
⑤指の間も十分に
⑥親指と手のひらをねじり洗い
⑦手首を忘れずに！
⑧水でよく洗い流す
⑨手を完全に乾かす

「はいはい、手洗い・うがいをすればいいんでしょ！」
って言ってしているだけではだめで、あまり意味がないんです。

手洗い・うがいは正しい方法でしなければ、逆効果にもなるんですよ。
だからするなら下の方法を参考に、ちゃんと手洗い・うがいをしてくださいね。

小学校の頃に年賀状についてるお年玉くじで 1 等を当てました。まぁ、父親に届いた年賀状なんですけどね ( 笑 )。
ん～、自分が当てたってことに限定すると、ジャスコの 2 万円分の商品券かな。ビンゴ大会で当てました。（ひっしぃ）

○正しい手の洗い方
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☆風邪に効く料理☆

第二章　 料理魂

さあ、前ページの手洗い・うがいをしたら・・・

おいしい料理を作って、風邪予防＋あたたまりましょう♪

☆作り方☆

１．春雨は熱湯に2 ～ 3分つけて
   もどし、ザルにあげ、食べやすい大きさ 
   に切ります。

２．ニラは4cm長さ、ヤングコーンは斜
    め半分、キムチは大きければ2 ～ 3cm
　幅に切ります。

３．鍋にスープを沸かし、ヤングコーン、
　(1)を加えて少し煮ます。ニラ、ウズラ
　卵、キムチを加えてひと煮立ちさせ、
　器に盛ります。

←完成図

☆ハルサメのキムチ煮込み☆

材料（2人分）
　乾燥春雨　　  40g

       ニラ　　　　　　　 1/2束
　ヤングコーン　　　４本
　ウズラ卵(ゆで)　　  6コ
　キムチ　　　　　　100g
　チキンスープ　　　2・1/2カップ

 ニラは水に溶けにくく熱にも強い状態のビタミンＢ１を含みます。
体力をつけるにはおすすめです。

しかもとっても簡単で、10 ～ 20分くらいで作れますよ。

☆ひとこと☆

風邪に効く、
ビタミン A、B1、B2、Cを
含む食材を採りましょう！

高校入学前に電子辞書を当てました、が、雨の日に水没させました……（ぶちょー）
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あとがき

文責：食生活班・ｙ

↑完成図

☆作り方☆

(＊)赤みそに溶き卵を少しずつ加えてよく混ぜ
あわせ、牛乳で溶きのばし、塩・コショウで調
味します。

１．豆腐は布巾にはさみ、水気を切って、1cm幅
に切ります。（豆腐の水切りは布巾に包んで
お皿にのせラップをし電子レンジ調理(強)2
～ 3分でも出来ます。）

２．シメジ、マイタケは小房に分けます。シイタ
ケは細切りにします。

３．エンドウをゆでます。
４．バターを溶かし、(2)と(3)を炒め、塩・コショ

ウします。
5．薄くバターをぬった耐熱性容器に(1)・(4)を入

れ、(5)をかけてガス高速オーブンで焼きま
す。

・ 高速オーブン調理 200℃前後 約12 ～ 15分 

☆豆腐のグラタン☆

材料（４人分）
　　豆腐（木綿）　　　  １丁
　　マイタケ　　　　　１パック　　
　　シイタケ　　　　　６枚
　　シメジ　　　　　　１パック
　　エンドウ（むき実）　60g
　　塩　　　　　　　　小さじ 2/5
　　コショウ　　　　　少々
　　バター　　　　　　5g
--------------------------------------------------------
みそ風味ソース ( ＊ )
　　卵 (M)　　　　　　１コ
　　牛乳　　　　　　　100ml
　　赤みそ　　　　　　20g
        塩　　　　　　　　ひとつまみ
　　コショウ　　　　　 少々

☆ひとこと☆

豆腐や味噌は良質たんぱく質です。
吸収されやすく体力回復には最適ですよ。 

やっぱり、体調悪いときは

あんまり手の込んだものは作りたくないですよね…

ですから簡単な料理を載せました！

風邪はひいて欲しくないですが、ぜひ作ってみてください。

今回は、新人が作ったのでご了承を…

参考 : 第一三共ヘルスケア　からだ快適レシピ
http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/recipe/general/recipe01/re07739.html

記憶の中を検索しても、小学校の時に切手シートを当てたのが最大です。お腹は何回かあたってるけど。。。
（momo）
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12月12日(金)、1月9日(金)

　こんにちは、生協学生委員会です。私たちはこのMe-diaを作成したり、さまざまな企画を運営したりして名大
生のキャンパスライフをより充実したものにできるよう、日々さまざまな活動をしている団体です。12、1月
は以下のような活動に取り組んできました。

小学生の頃に宇宙クジで当てたペンギンのぬいぐるみ（約50cm）です。考えてみるとここ10年くらい何かが当選し
た記憶がないのです。（hime）

12月＆1月の活動報告

　♯７では一年間の活動の反省と来年度
の抱負について、♯8では来年度に向け
た広報や活動について、それぞれ話し合
いました。
　来年度もSS・生活班の活動にご期待下
さい。

　ウィンターフェア期間中のお昼の休み時間に南部厚生会館
前、北部厚生会館前、FOREST前にて企画を行いました。風邪へ
の予防と対処に役立つパネルの展示や小冊子の配布、温かい飲
み物の試飲など様々なコンテンツがありました。
　この企画通して、参加者の皆さんに風邪に対抗する知識を
持って貰えました。

▲コレが学生委員会のメンバーだ！

総代meeting♯７、♯８

風邪に打ち勝つ100の方法

総代meeting♯７の様子↑→
↑♯８の様子

←↑たくさんの人に参
加して貰いました。

2222222222222学生委員会だより

12月8日(月) ～ 12日(金)

お詫び
　一週間の全日程企画を行う予定でしたが、12月11日の木曜日、
不手際によって中止となってしまいました。楽しみにしてくださっ
ていた方、申し訳ありませんでした。

←↑たくさんの人に参
加して貰いました。
←↑たくさんの人に参
加して貰いました。
←↑たくさんの人に参
加して貰いました。加して貰いました。加して貰いました。
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新入生歓迎企画

文責：横井　宏太

くじではないですが、ラジオのクイズで正解して当選しました。名前が呼ばれてちょっと興奮（笑）ちなみにフリー
ス製のマフラーが当たりました。使ってないですが…（じぇにぃ）

今後の活動予定

　総代meetingで話し合ってきた案をもとに製作し
た総代オリジナル弁当を販売しました。日替わりで
「キノコ」「名古屋名物」「中華」をテーマとした3つのお
弁当があり、宣伝も総代さんたち自身が行いました。
　ウィンターフェア期間中の南部地区だけでの限定
販売で、売り切れた日も多数ありましたが、みなさん
は食べていただけたでしょうか？

　こちらもウィンターフェアにあわせて、
Me~dia12の手配りを実行しました。表紙がカ
ラーだったこともあってか、たくさんの方に
手にとっていただけました。
　この手配りによって、今までMe~diaを見た
ことがなかった人にも読んで貰えることがで
きました。

　今年度最後の総代meetingです。前回に引き続き、各SS・生活班で来年度の活動について検討していきます。
新入生が入ってすぐに活動に取り組めるよう、しっかりと計画を立てていくことが目標です。

　「学部の先輩と交流できる企画」、「大学生活を充実におくってもらうための企画」、「推薦生対象の企画」、「はや
くから大学の友達を作ることができる企画」の4つの企画を新歓スタッフと共に計画中です。また、名古屋大学受
験時に名古屋で宿泊をする受験生のための企画も話し合っています。
　これらの企画を作っていく新歓スタッフや、当日のお手伝いをしてくださる方を募集しています。興味のある
方はアンケートに書いて頂くか、メールでstudent-c@coop.お伝え下さい。詳しくはしんかんWeb2009（http://
sc.coop.nagoya-u.ac.jp/nusc/sinkan2009/）にて順次お知らせします！

総代meeting♯９

Me～ dia12の配布

総代オリジナル弁当

↑→発売早々
売り切れてしまった日も。

↑手配りは「風邪に打ち勝つ100の方法」と併せて行いました。

12月8日(月) ～ 12日(金)

12月9日(火) ～ 12日(金)
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　2 種類作ったよと

言って手作りチョコ

と市販チョコを入れ

ました。「どっちがおいしい？」っ

て聞いたら、手作りの方を指差して

くれました♪                 ( 焙じ茶 )

　なんというチャレンジャー！もし

も市販を指差していたらどうなって

いたんでしょう…。すねる彼女と彼

の痴話ゲンカが目に浮かびますね。

いつの間にか仲直り、みたいな（笑）。

何にせよ、愛というスパイスの存在

を確かめさせられるステキな投稿で

した♪ありがとうございます。

　高校時代、大好き

だった彼に勇気をふ

りしぼってあげたの

に…義理だと勘違いされました…。

告白するには仲良くなりすぎてまし

たね（笑）甘くて苦い思い出です。

                                      ( ひな )

　新年一発目の伝言板はあまぁ～い

お話から♪バレンタインってそんな

風に女の子が告白したりするきっか

けになれるところが良いですね。し

かしその彼も鈍感ですね（笑）。彼

とは今はどうなんでしょうか？良

かったら次の伝言板で☆ちなみに僕

の友達は仲良くなりすぎて、「この

子、私のこと好きなんじゃ…？」と

いう逆の勘違いをされました…orz

  ●Me ～ dia伝言板
取り扱い説明書●

この伝言板は、投稿テーマについて
の投稿や読者の投稿への返答etc.を、
Me ～ diaを通じて交流するページで
す。編集部一同、みなさんからのたく
さんの投稿を心待ちにしています。

  ●Me ～ dia伝言板
取り扱い説明書●

  ●Me ～ dia伝言板
取り扱い説明書●

  ●Me ～ dia伝言板

この伝言板は、投稿テーマについて
の投稿や読者の投稿への返答etc.を、
Me diaを通じて交流するページで
す。編集部一同、みなさんからのたく

バレンタインの思い出

　こんにちは！すっかりウィンタースポーツの季節

ですね♪みなさん体調など崩していませんか？今回

も前回に引き続きだいひょー@骨折がMe ～ dia 伝

言板をお送りいたします。骨折の理由については上

記を見れば察しがつくかと思いますが、懲りずに来

シーズンも滑り続けますよ♪それでは今回も伝言

板、“スベらず”行ってみましょう！！

　リア充が憎い。

　　　　　　( 稲矢 )

　リア充がわからなかったので、と

りあえず調べてみました。リア充と

は？「リアル（現実の生活）が充実

している状態、またはそのような人

物」…ご愁傷様です。

　友人にバレンタイ

ンが誕生日のやつが

いたんで、しょっぱい

お菓子をあげました。         (femto)

　ご友人は男の子ですか？世の男性

がチョコに一喜一憂する日に、毎年

ケーキが食べられるなんて羨ましい

限りです。ちなみにそのしょっぱい

お菓子というのは、砂糖と塩を間違

えた訳ではないですよね？（汗）

　義理でももらえるだ

けよかったあの頃。

                     ( ぽん )

　本当にしみじみと感じます。最近

はお財布の寒さも増して、さながら

日本の景気のようですね。しかし、

社会に出れば再び義理チョコがもら

えるかもしれません！大学生はチョ

コもモラトリアムなのかも…（違）。

　とりあえずバラま

きます。女の子と交

換という形ですが、

気が利く男の子からホワイトデーに

何がしか返ってくるとうれしいで

す。                              ( はしほ )

　毎年そういう女の子からおこぼれ

を頂戴していました。お世話になり

ます（笑）。ホワイトデーと言えば、

僕はよく手作りのお菓子でお返しし

ていましたね♪ 3倍返しで高級な

お菓子を期待されていたならば、申

し訳ないことをしました。

餅つき大会！

この間の抽選会のときです。生まれて初めてものを当てました。ところで唐突ですが、学生委員会は生協の一組
織です。委員は組合員でありながら、どちらかというと「生協側の人間」扱いをされます。というわけで、当て
たのが一等「iPod」だったため、周りから大ヒンシュク！素直に喜べませんでした…。（ウナム）
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※このページはみなさんからの投稿によって作られています。たくさんの投稿お待ちしています！
文責（コメント）：だいひょー

4月号の投稿のテーマ
　　　　    投稿の仕方
アンケートの「伝言板への投稿」欄にコメン
トを記入し、アンケートを出すだけです。

　　　　    投稿の仕方

その他、今回の投稿へのメッセージや取り上げて欲しいテーマ、
イラスト、素朴な疑問なども募集してます。

まだまだ募集中のテーマ…
・ご当地給食・私の雑学

・面白い誤変換

ゴールデンウィークの思い出

　日常生活には様々な危険が
潜んでいます。そこで、通学中
にみなさんが巻き込まれた事
件を、大きなことから小さなこ
とまで大募集です！！

・ミルクプリン愛の言葉大賞

　4月下旬から始まる超大型連
休、ゴールデンウィーク！そん
なゴールデンウィークにまつ
わるエトセトラを語り合いま
しょう♪

通学中の珍事件

・日常生活のちょっとした疑問

  アンケートの

詳しい説明は

本誌 3 ページ

を見てね♪

好きなキャラ
　ずばり「モリゾー」

です。デビュー半年

後からファンになっ

たのですが、当時はイベントの観客

が私一人だけという日もありまし

た。あれから 5 年。中身にも数回な

りました。

 次号どんなゆるキャラがこの欄で

登場するのか楽しみにしています。

　　　　　　　  ( ダニー・チュン )

　さっそくコアなファンに遭遇しま

した。僕は愛知万博の頃は大阪に住

んでいたので、あまり当時の熱気が

わからないのですが…やはり「モリ

ゾーとキッコロ」の人気は相当なも

のだったようですね。中身になった

感想を是非教えて頂きたいものです

ね。子どもたちの夢を壊さない程度

にお願いしますね♪

　くーまん。softbank の

東芝携帯に生息してま

す。ときどきすごく鋭い

つっこみをされてビビります（汗）

　　　　　  　　　　　　　（SML）

　僕もくーまんけっこー好きです。

くーぱぱ、くーままもカワイイで

すよね♪興味のある人はさっそく

ネットへ！（なんか宣伝みたい…）

　「フモフモさん」が

好きです。あの感触

とまったりとした顔

がなごみます。　　　　　　  (S.N)

　「フモフモさん」は、くもの上に

住む未確認生物らしいです。パッと

見て、すでに感触がモフモフしてい

そうな印象を受けます。名前の由来

は間違いないですね！ちなみにこの

「フモフモさん」、地上に住むウシや

カエルなどをかたどった物が多種あ

り、「フモフモさん展」なるものま

で開催されるほどです。

　ひこにゃんは可愛

いと思います。

　　　　　 (sea dog)

　彦根城には行ったことあります

か？あそこに行くと『ひこにゃん音

頭』なるものが耳から離れなくなる

ようです。学生委員会室でもエンド

レスリピートで流したところ、その

感染率100%でしたよ（笑）。

メディーちゃん
　　　　　   でしょー！

 　    　 　　 （かまとと）

　　　　　最後のページの牛君 ?!

         　　　　　 ( ジャンバウヤ )

　あざーっす！これからもメディ

ちゃんをよろしくお願いします☆

伝言板イラスト名鑑
　　～番外編～
  　作：ひっしぃ

先月号の編集後記に
登場した牛メディ→

小学校の時にたまごっちが当たりました！学校に持ってくるの厳禁だったから育てるのに苦労しました…( かっ
ちゃん )
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アンケートのページ（仮）
　 こ の「 ア ン ケ ー ト の ペ ー ジ

（仮）」の名前を募集しています。
アンケートに書いておくってく
ださい！皆さまのご応募お待ち
しております。

初詣に行こう

熱田神宮に行ってきました。人の多さに
びっくり…                                          （BR）
→ 記 事 の 内 容 は 役 に 立 っ た で し ょ う
か？熱田神宮は 3 日を過ぎても人が多
いので、すごいですよね！編集部の中
にも初詣に行った人もいたり。ちなみ
に、2009 年熱田神宮に初詣に来た人の
数は全国で 7 位だそうです。      （編集部）

共済って助かりますね !! でもどんな時
に助かるのですか？後どうすれば助け
て貰えますか？                        （あっきぃ）
→スペース的に全部は書けないですが、
主に事故・ケガでの入院・通院・手術、
病気での入院・手術に対応しています。
北部厚生会館２階の組合員コーナーの
お姉さんがたに聞けば、もっと詳しく
丁寧に教えてくれますよ。給付金もそ
こで受けられるので、困ったときはま
ず足を運んでみて下さい。　（こじしん）

関数の紹介記事は保存版ですね！いつ
も何が何だったか分からなくなってし
まいます。(S.N)
→今回はショートカットキーについて
紹介してます。前回の Excel が全く分か
らなかった人も、インターネットをし
てる時でも使える物なので、ぜひ試し
てみてください。                      （編集部）

20 周年おめでとうございます。この 20
周年色々なことがあったんですね。裏
表紙の表紙絵コレクションがカラフル
ですてきです。　　　   （ダニー・チュン）
→ありがとうございます♪カラーの表
紙絵は今まで、ポスター用に作ってい
たんですけど、なかなか人に見られな
い ん で す よ ね ぇ …。 ち な み に、2007
年 12 月号の表紙絵は本物の表紙とは、
ちょっとしたところが違っていたりし
ます。　　　　　　　　　　 （ひっしぃ）

イラストコーナーイラストコーナー

＊その他のおたより＊

何でもランキング

Me~dia12アンケート当選者！  すしさん（工1）・お～いお茶さん（理1）・ひなさん（法1）・稲矢さん（文2）・ぽんさん（情文2）・S.Nさん（農3）
ジャンバウヤさん（法）・008さん（農2）・あっきぃさん（理1）・BRさん（農3）　当選おめでとうございます

■Me~dia12アンケート回答者■  かまととさん・T.Kさん・雀狂さん・ジャンバウヤさん・はしほさん・ドザザエボンさん・あっきぃさん・008さん・焙じ茶さん
お～いお茶さん・稲矢さん・S.Nさん・ダニーチュンさん・femtoさん・すしさん・ぽんさん・pluie fi neさん・SMLさん・sea dogさん・BRさん・H.Kさん・ひなさん

今回のアンケート総数は22枚でした。ありがとうございました。 編集：ひっしぃ

面白かった記事 No.1

　PI-X et cetera (10pt)

デザインが良かった記事 No.1

　表紙 / 裏表紙 (7pt)

役に立った記事 No.1

　ショッカータイムス (10pt)

前回友人ともども南部の声カード BOX に入れた
らおそらく集計されませんでした…。どっかに混
じっちゃったのかな？個人情報もあるので回収方
法をもう少し考えた方がよいのでは ??　　  （稲矢）
→この度の不手際申し訳ありませんでした。そし
てご指摘ありがとうございます。編集部員一同で
より一層各店舗での回収を徹底するよう努めて参
ります。　　　　　　    （Me~dia 編集長  菱沼貴之）

前回友人ともども南部の声カード BOX に入れた
らおそらく集計されませんでした…。どっかに混
じっちゃったのかな？個人情報もあるので回収方
法をもう少し考えた方がよいのでは ??　　  （稲矢）

アンケートが大分変わって、書きやすいです。で
も「ゆうべのひとこえ」なくなるのはちょっとさ
みしいですね。あと、最近投稿者増えてきました
ね！図書カード当たらなくなってきました ( 汗 )。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （はしほ）
→アンケートが書きやすくなったという意見は他
の人からも寄せられていました。リニューアルし
たかいがありました☆編集部としてはこれを機に
投稿者が増えてくれたらとてもうれしいです！
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ひっしぃ）
表紙がカラーでびっくりしました。思わずたくさ
ん貰ってしまいそうになってしまいました。裏表
紙も可愛いのでとっておこうと思います。（S.N）
→ありがとうございます！カラーは初の試みでし
たが、うまくいった様で満足です♪    （ひっしぃ）

表紙がカラーでびっくりしました。思わずたくさ
ん貰ってしまいそうになってしまいました。裏表
紙も可愛いのでとっておこうと思います。（S.N）

アンケートが大分変わって、書きやすいです。で
も「ゆうべのひとこえ」なくなるのはちょっとさ
みしいですね。あと、最近投稿者増えてきました
ね！図書カード当たらなくなってきました ( 汗 )。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （はしほ）

熱田神宮に行ってきました。人の多さに
びっくり…                                          （BR）

PCSS記事

関数の紹介記事は保存版ですね！いつ
も何が何だったか分からなくなってし
まいます。(S.N)

た組通信 Me ～ dia's History

20 周年おめでとうございます。この 20
周年色々なことがあったんですね。裏
表紙の表紙絵コレクションがカラフル
ですてきです。　　　   （ダニー・チュン）

共済って助かりますね !! でもどんな時
に助かるのですか？後どうすれば助け
て貰えますか？                        （あっきぃ）

←femtoさんの作品。
節分のメディちゃんですね。表
紙では、当てられる側ですけ
ど、こちらのメディちゃんは鬼
なのに豆をまいてます(笑)
　　　　　　          （ひっしぃ）

『Q.Me~dia に 値 段 を 付 け た
ら？』の平均金額は…

注 ) 有料にはしませんのでご
安心を ( 笑 )。

テレビ番組の懸賞でドラゴンズ戦の観戦チケットが当たりました。…in横浜スタジアム。1999年10月2日、優勝決
定の翌日でした。（ケンケン）

￥２１９
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Me~dia 2　新入生に声を贈ろう♪

―声を贈るには？
Me ～ dia2アンケートの「新入生に声を贈ろう」の欄に書いて下さい。

みなさんからお寄せいただいた声はMe ～ dia4に掲載します。

直筆のコピーを想定していますが、

それが都合の悪い場合はその旨をアンケートに書いてお送り下さい。

皆さんの温かい声をお待ちしています。

文責：名大生協学生委員会一同

「冬来たりなば春遠からじ」という言葉がありますよね。

そう、もうすぐ春です。

春にはたくさんの新入生が入ってきますね。

そこで新たな名大生へメッセージを贈ってみませんか？

先輩としてのアドバイスや、歓迎・励ましの言葉etc...

みなさんからの声をお待ちしています。

新入生に声を贈ろう♪新入生に声を贈ろう♪新入生に声を贈ろう♪

（sacraさん）

（MIさん）

（K.T.さん）

昨年度の声

ティッシュです。ガチで良い物が当たった試しがないです。でもなんだかんだで、100円券とかよりティッシュが
良いです♪（だいひょー）



Me~dia 2　漢字に挑戦
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漢字に挑戦
今回は趣向を変えて漢字クイズです。決してお正月で新聞の漢字クイズに影響された訳ではありません。

難易度は漢字検定２級くらいを想定しています。

前号の解答

読み 下線部の読みを

書いてください

Q1.はばつに分かれる	（　　　　　　）

Q2.きゅうりょう地帯	（　　　　　　）

Q3.骨折がちゆする	 （　　　　　　）

Q4.ぞうりをはく	 （　　　　　　）

Q5.三分のゆうよ	 （　　　　　　）

書き 下線部を漢字で

書いてください

Q1.ねんごろにもてなす	（　　　　　）

Q2.前例にならう	 （　　　　　）

Q3.物議をかもす	 （　　　　　）

Q4.猫とたわむれる	 （　　　　　）

Q5.胸をそらす	 （　　　　　）

送りがな 下線部を漢字で

書いてください

四字熟語の答えをアンケートに書いて
送ってください。正解者の中から一名様
に1,000円分の図書カードをプレゼン
トします。

四字熟語 意味を語群から

選んでください

　Q1.暖衣飽食　(　　)

Q2.夏炉冬扇　(　　)

Q3.秋霜烈日　(　　)

Q4.円転滑脱　(　　)

Q5.孤城落日　(　　)

小学生低学年くらいの時に抽選会でマウンテンバイクを当てました！高学年になってからはよく乗ってたな～、
隣の市とかまで遠征しました(笑)今思えばあれが私のチャリ好きの原因の一つかもですね。（ゆっきー）

文責：momo

前号の答えは「ゆきだるま」（「スノーマン」）でした。

当選者は　焙じ茶　さんです。おめでとうございます。

　　●今月号の答え

書き

Q1.派閥

Q2.丘陵

Q3.治癒

Q4.草履

Q5.猶予

送り仮名

Q1.懇ろ

Q2.倣う

Q3.醸す

Q4.戯れる

Q5.反らす

読み

Q1.もうてん

Q2.ふようこうじょ

Q3.しせい

Q4.とえはたえ

Q5.しっぺい

Q1.盲点をつかれる	 （　　　　　）

Q2.扶養控除	 （　　　　　）

Q3.市井の人	 （　　　　　）

Q4.十重二十重	 （　　　　　）

Q5.三大疾病	 （　　　　　）

A.必要ないものの例え

B.権威などがきびしく強いこと

C.十分に恵まれた生活

D.没落に向かう状況

E.物事をうまく処理していく様子

アンケート
問　題
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Me~dia 2　編集後記
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編集部員

お知らせ

おくづけ

編集後記

　Me~dia2のアンケート締め

切りは、

　　     3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~dia4は4月1日発行

予定です。お楽しみに!!

表紙：ぶちょー　裏表紙：ケンケン

★☆★新学生委員募集のおしらせ★☆★
私たち学生委員一同は新しく学生委員になってくれる人をまだまだ大募集しています !! 学年問わず、Ｍｅ～ｄｉａを一緒に作ってみたい、色んな経験を積んでみたい、

などなど思った人は、student-c@coop.nagoya-u.ac.jp まで連絡してください。もちろん、委員会室に来てもらったり、アンケートに書いてもらっても結構です。是非是

非連絡ください。

どーも♪超強行日程で
帰省、成人式に出席し
てきたゆっきーです。
懐かしい友達との再会
はいいものですね！派

手なスーツでキメた甲斐もあり楽し
く華やかに過ごせました ( 笑 )
中 学 時 代 に 気 に な っ て た 女 の 子 に
LOVE ドッきゅんされ、完全に心を高
崎に置いてきてしまったゆっきーが
お送りしました♪（ゆっきー）

今日自分の部屋に

コタツがきました。

ベットの隣に置い

て い る の で す が、

もう座る所しかありません。でも

一度コタツに入ると出られません

ね。はやくこたつに入ってミカン

が食べれるゆっくりとした時間が

ほしいです。( かっちゃん )

あ、 編 集 後 記 で す か
…？
きっと裏表紙を担当し
ているはずです。まっ
た く、 ど ん な 結 果 に

なっていることやら…みなさん、締
切はちゃんと守りましょう。
…嘘です。編集終わりました、一応。
あー、もうよくわかんないですね。
どうもすみません m(_ _)m
以上、ケンケンでした。（ケンケン）

前号から共済記事を

担当しています、こ

じしんです。最近朝

腹 が 痛 い こ と が 多

くって、電車の中がつらいのですが、

友達に牛乳のせいなんじゃない？と

言われました。日本人は牛乳で腹を

下す人が多いんだとか。朝の牛乳一

杯は好きなのですが、うーん気をつ

けよ。（こじしん）

学読本舗を担当しまし
た、hime で す。 書 き
ましたというより編集
し ま し た が 正 し い で
す。

どんどん寒くなってきて、暖房が効
いていても本を読んでいると指先が
冷えてきます。指先はあたためにく
く て つ ら い で す が、 そ れ で も 読 破
までは耐えられるから不思議です。

（hime）

今回は表紙を担当し

ました、ぶちょーで

す。今回メディの書

き手が変わったので

すが、気づきましたか？

表紙の内容に関しては、メディが

実はＭなのではないかと思われた

方、違います。あれは嫌がってる

んです、ええ。（ぶちょー）



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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