
                                      

 

  

 

4 月に行う予定だった「てげてげ春号 

アンケート抽選会」の開催は延期させていた

だきますが、開催時期につきましては現在 

未定です。詳しい情報は学生委員会の 

ツイッターアカウントや、生協店舗での掲示

等でお知らせいたします。 
 

デジタル版アンケート 

にも答えよう！ 

＜お知らせ＞ 
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とは、生協学生委員会（ ）の 

略で、組合員により良い大学生活を送ってもらえるように

日々活動している組織です。主な活動としては、在校生 

向けにはスポーツ大会やサラダ・小鉢人気投票、新入生 

向けには、新入生歓迎企画などを行っています。 

この機関誌てげてげも、私たちが発行しています！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

No. 

Date 

ってなに！？ 

「書籍購買店へ GO わくわくスタンプラリー」の様子 「リ・リパック抽選会」の様子 

から始まる正月のカルタで出てきた驚きの札とは？ 

人生、いつ何が起きるかわからないことを 

見事に描いた作品ですね！ 日本中を驚かせた 

あの事件を飛行機と×だけで表したセンスは 

すばらしいです！ 
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春はたけのこが旬な時期です。今回はそんなたけのこを使ったお手軽レシピを紹介します！ 

材料（1 人分） 
たけのこ（水煮）  125ｇ 

ピザ用チーズ     25ｇ  

★みりん     大さじ 1/2 

★砂糖     小さじ 1/2 

★味噌         大さじ 1/2 

作り方 

たけのこの水煮は 
スーパーでこのように 
して売っているよ！ 

たけのこの味噌チーズ焼き 

たけのこのバターしょうゆ焼き

たけのこを食べやすい大きさに切る １, 
フライパンにサラダ油をひき、 
たけのこを入れて中火で 
焼き色がつくまで焼く 

２, 

３, バターを加えて溶かし、しょうゆを 
加えてさっと混ぜて完成！ 

作り方 
たけのこ（水煮）  100ｇ 
みりん      大さじ 1/2 

有塩バター   小さじ 1/2 
しょうゆ      大さじ 1/4 

材料（1 人分） 

たけのこレシピ  美味しい 

アルミホイルをかぶせて 
トースターで 
8 分加熱する 

４, 

アルミホイルを外してさらに 
5 分加熱して完成！ ５, 

味噌の風味とチーズの濃厚さがたけのこと 

絡みあってとてもおいしかったです！ 

たけのこを食べやすい 
大きさに切る １, 
ボウルに★とたけのこを 
入れて混ぜる ２, 
耐熱容器に２を入れ 
ピザ用チーズをのせる 

 

３, 

 香ばしい！ 

調理時間 
約 20 分 

調理時間 
約 5 分 
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１番花粉の種類が多い月っていつだと思う？ 

 だから、まだまだ注意が必要な

花粉症の対策方法について紹介するよ！ 

《食事編》 
◎ 暴飲暴食は避けよう 

◎ お酒やお菓子は控えめに 

◎ お茶や野菜をたくさん摂ろう 

◎ 栄養バランスの良い食事を心がけよう 

《天気編》 
◎ 前の日に雨が降る 

◎ 日中の最高気温が高い 

◎ 湿度が低く、乾燥している 

◎ 晴天または曇天 

 

《生活編》 
◎ 帰宅後は玄関前で服についた花粉を 

払い落としてから室内に入ろう 

◎ うがいや洗顔で花粉を洗い流そう 

◎ 花粉を除去するためにこまめに掃除をしよう 

◎ 早寝早起きをしたり、適度に運動したりして 

体調管理に気を付けよう 

新学期が始まり、わくわくしている人も多いよね。 

 ということで 

宮大生がかかっている病気を見てみよう！ 

 

細菌やウイルスが体内に入ることにより 

喉の奥の「扁桃」と呼ばれる部分が 

炎症を起こす病気。 

【症状】扁桃が赤くはれて大きくなる 

激しい痛み・息苦しさ・関節痛 

【予防】

《呼吸器系》 

 

何らかの原因により肺から 

空気が漏れることで肺が潰れて 

へこんでしまう病気。 

【症状】息切れ・咳・胸から背中の痛み 

【特徴】

 

《消化器系》 

大腸の一部である盲腸の虫垂が炎症を起こす病気。 

一般的に「盲腸」と呼ばれることも多い。 

【症状】右下腹痛・吐き気 

【予防】

（宮崎大学生協調べ） 

－4－ 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
おすすめしている 

保険のキャラクター：スピック 

学生総合共済の 
キャラクター：タヌロー 

新学期になってスポーツやアルバイト、勉強を頑張りたい人も多いのでは？ 

しかし、病気やケガになってしまったら、頑張るにも頑張れないですよね…。 

そこで今回は、そんな「もしも」のための制度をご紹介します！ 

みんなの味方、学生総合共済！ 
学生総合共済とは、病気やケガなどにあったときにお見舞い金を送る、「もしも」 

のための学生どうしのたすけあいの制度です。また、学生総合共済とあわせて 

おすすめしている保険も 2 つあります。どの保障制度も、みなさんが大学生活

を安心して送るために必要なものです！ 

いったい、どんな制度があるんだろう？ 

 

今回書ききれ 
なかった保障内容も 

あるのです！ 
詳しく知りたい人は
「学生総合共済」 
で検索ですよ！ 

・学生本人の病気やケガに備える 
→ 24 時間 365 日、国内外問わず保障 
  アルバイト中の病気やケガも保障 

・他人への賠償に備える 
→ 他人へのケガや、他人の物を壊した 

ときなどの賠償の保障 

・一人暮らしのリスクに備える 
→ 水もれや火災事故を起こした場合 

の大家さんへの賠償責任を保障 

・日常生活を助けるサービス 
→ 自転車の修理や鍵の紛失などにも 

対応 (※共済・保険とは別のサービス) 

・扶養者のもしもに備える 
→ 扶養者がケガで重度の後遺症を 

負った場合や、病気やケガで亡く 
なった場合の学資費用を保障 

 

これが大学生協の保障制度とサービスです！ 
（※新 3 年生以上の方は制度が違う場合があります） 

おすすめしている 
保険のキャラクター：スピック 
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生協プレイガイド 
進級や入学など新しいことだらけでワクワクの春ですね！ 

GW は友達と過ごしたり、実家に帰省したりする人も多いのではないでしょうか？ 

今回は旅行や帰省の際のチケットについて紹介します！ 

九州圏内 九州圏内に行く人は高速バスがオススメ！ 

書籍購買店のサービスカウンターでは 

出発日の１か月前から予約可能！ 

早めに予約して自分の乗りたい時間のバス

を確実に押さえよう！ 

旅行地 
関東や旅行スポットに行く人は飛行機で！ 

書籍購買店のサービスカウンターでは、 

ANA・JAL・ソラシドエア・ジェットスター 

の航空会社のチケットを買うことが出来ます。 

 サービスカウンターとは？ 書籍購買店の中にある、様々な手続きができる 

場所です。 

 

旅行チケットや帰省時の交通手段の予約を初めて 

する人やお支払方法が限られる人は不安もあります

よね。サービスカウンターでは予約時にお金を 

持っていなくても出発までに払えば大丈夫！ 

しっかりと職員さんが対面で対応してくれるので

どんな人でも安心です！ 

関西に行く人にはフェリーがオススメ！ 

さらに書籍購買店では、通常よりお得な 

組合員価格で予約することが出来るんです！ 

また、フェリーと USJ チケットのパックも 

あるので利用して楽しむのもいかが？ 

近畿地方 
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自動車学校のススメ 
新入生の皆さんはマイカーでドライブ！ なんて憧れありませんか？ 

一口に免許取得といっても、いつ、どの自動車学校に通うかで全く異なります。 

ここでは、書籍購買店おすすめの免許取得の方法を紹介します！ 

 

いつ通う？ 圧倒的に１年生のうちに 

自動車学校に通うのがオススメ！ 

①空きコマや放課後に通う ②実家に帰省した際に通う 

授業のない空きコマや放課後にコツコツ

と通うやり方です。１年前期の余裕がある

時に通って、夏休みまでに免許を取るの

で、ゆとりがあっておすすめです！ 

グラフからもわかるように１年生のうちに免許取る人が

多いのには、大きく２つ理由があります！ 

 

1.  １年生は授業や実習が少なく時間の余裕がある 

2.  １年生前期が最もおトクな費用で入校できる 

 

宮崎大学生協では学年の約半数の 500 人が前期の間に

入校しています！ 

１年生の間に免許を取得する方法が大きく２つあります 

夏休みに帰省した際に短期コースで免許を

取得するやり方です。短い期間で取れれば

とても楽ですが、上手くいかないと春休み

も通う羽目に!? (筆者の実体験) 

大学に行きながら通うなら、 

の 2 校がオススメ‼ どちらもバスでの 

送迎があるので安心！ 

地元での自動車学校入校の手続きや、 

短期コースの申し込みも、宮崎大学生協 

で行うことが出来るんです！ 

実家で免許を取ろう！ と思っている人も 

一度 へ！ 

自分に合ったやり方で免許をとって、ドライブや友達とのお出かけを楽しみましょう！ 

免許取得時期グラフ 

－7－ 



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ささみチーズカツ 264 円（税込） 

宮崎大学生 1 番の人気メニュー！ 

サクサクしたささみカツと 

中に入ったチーズは相性抜群！ 

308 円（税込） ハンバーグデミソース 

ハンバーグは新しくリニューアルして、 

柔らかくなりました！ 濃厚なデミグラス 

ソースは本格的な味わいです！ 

1.2 倍に大きくなって再登場！  

おろしポン酢や卵あんかけなど、 

ソースも増えて 5 種類になりました！ 

ロースとんかつ 308 円（税込） 

予告！ 
ご飯 LL サイズ登場！ 

まだまだ食べ盛りの 

大学生のご要望にお応えして 

ご飯に LL サイズが登場！ 

近日公開します！ 

乞うご期待！ 

生協食堂で食べておきたい！ 

人気＆リニューアルメニュー 

よ う こ そ ! 

－8－ 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生協食堂へ 

あづまや「まほろば」 
→3 月に出来たばかりの休憩所!  

日陰でゆっくり食べられます! 
 
芝生 
→たまには芝生でピクニック気分を味わってみませんか? 
 広い芝生の上やベンチもあるのでお気に入りの場所を 

見つけてみてください! 

オススメスポット 

芝生で食べるときは 
書籍購買店で 

レジャーシートを 
借りることが 
できます！ 

天気のいい日は 
外で食べてみませんか？ 

春の 
おすすめお弁当 

牛バラ焼肉弁当 412 円（税込） 

牛バラ肉でスタミナもばっちりとれる 

お弁当です！ 菜の花も入っているので、 

春を感じることができますよ！ 

主食、野菜、お肉など栄養バランスが整った 

お弁当です。このお弁当 1 つで１日に必要な 

野菜の約１/3 を摂ることができます！ 

日替わりバランス弁当 383 円（税込） 

あれ？ 雨が降っている、どこで食べよう… 

次、講義がある教室 
→生協食堂や書籍購買店だけでなく、 

講義棟の入口付近、工学部棟１階自販機横でもお弁当販売をしています。 

雨が降っていなくても、講義が連続である時はオススメ！ 

－9－ 



                                      

 

  

 

宮崎大学の多くの施設を皆さんは利用しています。では、移動に一体どれくらいの時間が 

かかっているのかご存知ですか？このページではある地点からある地点に到着するまでに 

何分かかるかを計測しまとめました！ 参考にしてみてくださいね（＾ω＾） 

・移動方法は歩きと走りの２パターン（上のタイムが歩き、下のタイムが走り） 

・数回計測したタイムを平均したものを紹介 

≪ただの道と侮るなかれ…巧妙な仕掛けに舌を巻く！≫ 

この直線は道幅が広い代わりに講義棟付近で

やや坂道になっている。徐々に体力が奪われ

る仕様なのでペース配分を考えて進もう！ 

ここのカーブはできるだけ内側を 

通らないようにしよう。向かいから来た人

とフェイントのかけ合いのようになり、 

タイムロスが発生してしまうのだ！ 

※ 個人の能力や服装や荷物、天気や慌て具合によってタイムが異なる 

場合がありますのでご了承ください。 

雨が降ると 

溝の蓋がよく 

滑るんだぜ～ 

ここまで読んでくださりありがとうございます。 

楽しんでもらえましたか？普段何気なく通る道も、 

実はいろいろな細工がなされていたりトラップ(?) 

だらけだったりします。もし時間があれば自分で 

探してみるのもいいですね。 

ただ、ケガだけはしないように気を付けましょう。 

3 分３４秒 

1 分３４秒 

＜バス停まで＞  ＜工学部棟まで＞ ＜農学部棟まで＞ 

１分２８秒 

４２秒１５ 

１分４８秒 

５０秒７５ 

２分０１秒 

1 分２０秒 

３分３１秒 

１分５１秒 

３分４９秒 

２分０３秒 

講義棟から… 

食堂から…  

 

ちなみに、食堂から講義棟までは歩いて１分３６秒でした 

走ったほうが

約 1.5 倍～ 

２倍ほど早く 

目的地に着く

計算になるよ 
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そこでゴミにする前にダンボールで収納スペースを作ってみるのはいかがでしょうか？ 上の写真に 

あるようなものの他にも調べると収納棚などもたくさん出てきます！ 自分好みの収納棚をイメージして

作ってみると、案外楽しいかもしれませんよ？  

新しい服を買ったら服が増えて収納が大変！ あの服をどこにしまったっけ！？ 

こんな経験がありませんか？ そこでテレビでも紹介された「 」 

を紹介します。服を見つけやすくなり、収納も便利な服のたたみ方の 1 つです！ 

④ 裾まで来たら、②で折った裾の 

折りを被せるようにして広げる。 

③ 襟側から裾に向かって 

クルクル丸めていく。 

⑤ 完成！ 

見やすく収納しましょう！ 

T シャツを広げて裾の部分を 

5 センチほど表にめくる。 

② T シャツを縦に三等分に 

折って長方形にする。 

写真だけではわからない方は 

「米軍式 T シャツのたたみかた」

と調べると動画も出てくるので、

そちらを参考にしてみて下さい。 

また T シャツ以外にもズボンや

靴下のやり方も載っています！ 

ダンボールが必要なければテープを剥がし

ひもで縛ったうえで資源ゴミに出すか、 

引っ越し業者や回収業者に委託してください。

このとき、ひもで縛っていないと回収されない

こともあります。 

 

－11－ 
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大きめのイヤリングでワンポイント 

帽子は日差しの強い宮崎に 

うってつけであり、とてもおしゃれ 

流行りのトートバッグを身に 

つけよう 

 

スポーツ系の靴でカッコよさ

を求めよう 

ニット帽は 

春でも大活躍 

シャツを 

チラ見せ 

革靴で大人っ

ぽさを出そう 

ゆるっとオーバーサイズの 

トップスを取り入れよう 

あなたはオシャレしていますか？ 

大学でどんな格好をしたらいいのか 

わからないというそこのあなたに 

おしゃれとはなんたるかを享受しよう。 

woman 
man 

南国宮崎を堪能するにはサングラスや 

アロハ柄の服を身につけるのも有りだろう。 
 

サングラスの型は、様々あって自分に合う物を 

探すといい。最近では、丸型が流行っている。 

帽子は、麦わらの帽子をつけることで 

南国の気分を十分に味わうことができる。 

つばが短く、自分の頭より少し小さい帽子も 

おしゃれで良いだろう。 
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湿気撃退術 
南国宮崎にはもう少しで長い梅雨がやってきます。 

宮崎の湿気はなめていると、部屋にカビが生えるなど痛い目にあいます。 

今回は家がジメジメしないように湿気撃退術やグッズをご紹介します！ 

靴箱や押し入れなどの狭いところには木炭、重曹、新聞紙といった 

小物を置くと湿気を吸収してくれます。 

木炭と重曹は湿気と一緒にニオイも取ってくれるので、一石二鳥です。

新聞紙は表面積を広げるために一度丸めて、広げてから置くのが 

おすすめです！ 

重曹も木炭も 100 円ショップで売っているので手軽に買えます。

万が一部屋や部屋に置いてあった物にカビが発生してしまったら、 

市販のカビ取りクリーナーをしみこませた雑巾で拭くと手軽に除去できます。 

カビはアレルギーの原因にもなるため、見つけたら早めに除去しましょう！ 

 

「家に除湿機を置きたいけど、狭くて置けない！」と嘆いている 

そこのあなた！ 

写真の寝そべっている犬の中にはシリカゲルという乾燥剤が 

詰められており、置いているだけで湿気を取ってくれます。 

手の平より少し大きいサイズなので置き場所にも困りません！ 

湿気が気になるときにすぐにでき、お金もかかりません。 

雨が降っているときでも、外より室内の湿度が高いことが多い 

ので効果的です。風の影響で雨が入ってくる場合は雨が振り込まない

程度で少し開けておくとよいでしょう。 

風呂場やキッチンに小窓が設置されている場合は小窓も開けた方が

効率よく換気できます。 
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小５の時に「3 歳までオオカミに

育てられた」と嘘をつきました。 

信じてもらうコツは「この話はエ
イプリルフールじゃなくて真剣な

話なんだけど」と前置きを入れる

ことですね。信じてもらえません

でした。 教育学部 ２年 

一昨年浪人していたので、高校の

同級生に進学先を聞かれていて、 

全落ちしたので「サーティーワンに
就職します」とツイートしました。

誰も信じてくれませんでした…。 

地域資源創成学部 ２年 

 高校の時についた「彼女ができた」

っていう嘘が 1 番記憶に残ってます
ね。“エイプリルフールについた嘘は

現実にならない”という噂を証明し

てしまいました。今はどうかと言わ
れればノーコメントですけど（笑） 

工学部 ３年 

 イ プ リ ル フ ― に エ ル い 嘘 つ た 

 今まで 

－14－ 

                                      

 

 

 

  

ページ制作：井上 優奈 

 ついにこの「組合員に聞いてみた！」の 

ページも 4 回目！！ “組合員のみなさんの 

生の声を聞きたい”という思いから始まった

このページがこうやって続いていることが 

とても嬉しいです。 

 また、「機関誌てげてげ」を多くの組合員の

みなさんに手に取って読んでいただくため

に、これからも全力で頑張っていきます！ 

情報たっぷりなこの「機関誌てげてげ」と共に 

楽しい大学生活を送りましょう♪ 

自分は一昨年 AO 入試で合格し

ました。現在は勉強と部活、両方

頑張っています！ 大学は色んな
地域の方が来るのでたくさんの

人と会話することが大切です！ 

キャンパスライフを楽しみまし
ょう！ 

工学部 ２年 

大学は授業、バイト、交友関係、
恋愛…、多くのことを学べる 

チャンスがたくさんあります。 

ここ宮崎大学でいろいろな 

経験を積んでください！  

充実したキャンパスライフを！ 

農学部 ４年 

新  入 生 に 向 け て 言 一 

－15－ 



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所 清武町今泉丙 615－2 

電話番号 0985(85)2443 

営業時間 昼 11：00 ～ 14：00 

夜 18：00 ～ 21：00 

定休日 火曜日（日曜日は夜のみ） 

住所 清武町新町２丁目２－１２ 

電話番号 0985(84)2118 

営業時間 昼 11：00 ～ 14：30 

夜 17：00 ～ 21：55 

定休日 なし 

今回の「宮大うめっちゃが！」ではザ・王道の定食について紹介します。 

宮崎大学病院付近にある定食屋です。 

民家をリノベーションしているので、とてもアットホーム 

な空間で、気さくな店長が迎えてくれます。(#^^#) 

メニューはチキン南蛮や唐揚げなどの定番メニューに加えて 

煮魚や豚トロ焼肉定食などもあり、とても豊富です。 

 おすすめの『カマあら煮』は身がたっぷり詰まっていて 

柔らかく満足できる一品です。 

是非足を運んでみてはいかがですか？ 

宮大うめっちゃが！ 

通称「あな定」と呼ばれる清武にある定食屋です。 

ここのチキン南蛮はとにかくデカい！！ 

掌くらいあるのでは…？ と思うほど！  

鶏肉は柔らかく食べ応えも抜群です。 

さらに、ご飯は特盛まで無料！  

宮崎県産のお米を使用しています。 

そして何より、安いのにボリュームたっぷり！ 

お腹が空いているときにはうってつけ！！ 

      編集長 田原 舞友花（応化３年） 

中島 美里（地域３年）  荒木 真帆（畜産２年） 井上 優奈（中数２年） 上西 琴音（畜産２年）           

大庭 卓真（電物２年）  熊石 万紘（畜産２年） 下村 千遥（森林２年） 菅原 遼平（応化２年） 

永山 欧佑（応化２年） 西田 侑暉（地域２年）  藤生 雷太（海洋２年） 

薬師神 勇介（子ども理解２年） 渡部 功樹（電シス２年） 

  

〜SPECIAL THANKS〜


