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最近、一週間の授業のコマ数平均が２～３コマくらいなんですけど、いいですか？ （法・１　ゴリラ）
⇒いいです。 （と言って授業に出ない自分を正当化する編）

みそ最高！ ありがとう。 （薬・３　ママ）
　⇒豚カツにかけると本当においしいですよね！ 私も大好きです。ありがとう。 （味噌汁は赤出汁派、味噌文化の花咲く名古屋出身編）

「らいふすてーじ」に関するご意見・
ご感想は、中綴じの「読者カード」にご
記入の上、生協各店舗に設置されている
「ひとことPOST」にお入れください。
また、下記のメールアドレスでも皆様

からの様々なご意見、ご要望を受け付け
ております。こちらもぜひご利用下さい。

lifestage@s-coop.net

たくさんの投稿、お待ちしております。

From Editors

▼トイレ。記事ではナマ言ってますが、
毎日トイレを綺麗に掃除してくれる職員
さんを、僕は尊敬しています。いつもあ
りがとう… 。（感謝感謝感謝；だじゅうる）
▼記事書かせてもらって楽しかったです。
みなさん、ありがとう。（あけち小三

・
郎）

▼最近体力が落ちている気がするので、
体力維持のためジョギングをしようと思
って…はや半年。 （０日坊主；凸凹口）
▼カラオケはいいですよ～。歌って叫べ
ば汗もかいて、ストレスも発散できて、
気分すっきり！ （私は健康？；ロビ）
▼最近青汁の粉を牛乳に混ぜて飲むのに
はまってます。全然苦くなくて飲みやす
く、野菜のビタミンが手軽にとれておす
すめです。 （ココアリキュール）
▼最近、100円ショップに行くとついつ
い余計なものを買ってしまいます。この
前は、けん玉を買ってしまいました。 
 （まだまだ子ども？；Leap year）
▼みなさん、念願の初執筆です!!
 （故郷のお母さん、見てるー？；くりおね）
▼今、午前２時です。でも、みなさんハ
イテンション。うらやましいかぎりです。
 （ＰＮだけでも；じゃんFireWire800）
▼「スインズ」さんを探そう！ （ペー）
▼↑こんな人たちに囲まれて「らいふす
てーじ」を作ってる編集長です。現在、
新入部員を大大大募集中。毎週木曜18
時30分から吉田食堂で例会をしている
のでぜひ来てください。 （アル）

凸：こんにちは～！ このコーナーは凸
（でこ）と凹（ぼこ）と□（はこ）の
３人でお送りします！ …と、言いた
いところだけど、凹も□も来ない。も
う２時間も待っているのに…。
凹：おはようございま～す。遅れてごめんなさ～い。
凸：遅いじゃないか！ …ん？ 調子悪
いのか？
凹：昨日□と徹夜で飲んでいたんです…。うっ、気
持ち悪い…。

凸：二日酔いかよ！ 全く不健康な…。
仕方ない、□が来ないけど始めること
にしよう。

私は健康。 （経・２　玄米　　）

早寝早起き、毎日３食。いたって健康的

な生活を送っている。

 （工・２　コーモラント）

１週間の睡眠時間84時間（12時間×７）。

 （法・４　SECRET）

凹：京大生の中にも健康な生活をしてい
る人はいるんですね。
凸：最後の人は健康ではない気がするん
だけど…。

お酒がないと生きていけません。

 （農・２　純吟命）

かるく一杯のつもりが朝４時まで飲んだ

くれたり。 （理・２　ぷう）

寒い夜の友、日本酒。

 （法・１　珍味太鼓）

凹：酒は京大生の友達ですよね。僕も酒
は大好きです！

凸：その酒のおかげで二日酔いになって
いるのはどこの誰なんだか。

凹：…次行きましょうよ、次！

賞味期限を１週間切れた卵で卵かけごは

ん。 （工・２　滋賀の鬼殺し）

2001年８月に賞味期限が切れた醤油を

ずっと使い続けてしまった。

 （法・４　ベッキーの兄）

賞味期限切れの牛乳、何日まで大丈夫か

実験。５日目まではＯＫ。１週間は危な

かった。 （理・１　ゆらゆら共和国）

凸：下宿生といえば賞味期限との戦い。
買ってきても使い切れないんだよね。

まわりの人がみんなかぜをひいた。オレ

もひきたい…。 （工・２　すけまり）

凸：不健康になりたいのかよ！
凹：そんなあなたにこんなアドバイスを。

家と大学を歩いて往復すると夜熱が出る

んです…。 （総・３　ぱ）

凹：というわけで家と大学を歩いて往復
しましょう！

凸：全然解決になってない。

ケーキバイキング行きたいです。過去、

一度に９個食べて2000円くらい得しま

した。しかしその糖分は血中に摂取され

脂肪に蓄積…サレマシタ。（総・３　みゆ）

お好み焼き７人前を５分で食べるなどと

いったことをくり返し、胃に負担をかけ

ました。おかげで最近どうも胃の調子が

悪く、食欲が前に比べてかなり落ちまし

た。 （農・院　あつあげくん）

凹：不健康どうのこうのより、あなたが
たのその大食い精神に感動です！ と
いうわけで、ここからの十人十色のテ
ーマは「頂上決戦！ 京大生対抗大食
い選手権」に…。
凸：なりません。

14～15時間、水１滴、パン１かけらす

ら食べないのは私の日常。

 （法・１　kakeru☆）

凹：すごいですね！ この人、断食修行
してますよ！

霞を食べて生きてます。

 （工・１　常怒寺）

凹：すごいですね！ この人、仙人にな
ろうとしてますよ！

ドッグフードがおいしかった。

 （農・２　アジシオボーイ）

凹：すごいですね！ この人、犬になろ
うとしてますよ！

凸：そんなわけないだろ！

凸：といったところで今月の十人十色は
おひらき。もう夜中の１時になっちゃ
ったなあ。

凹：結局□はどうしたんだろう。…と思
ったら、今ごろ□が来ましたよ。

□：こんばんはー。
凸：遅いよ！
□：えっ、だって１時からじゃないんで
すか？

凸＆凹：昼間の１時に決まってるだろ！

 おしまい

※各投稿者の回生・所属は投稿当時
（12月）のものです。

十人十色十人十色

2002年度の十人十色・はみだしすてーじを飾っ
てくれた投稿者に惜しみない拍手を！

６月号の十人十色のテーマは…

らいふすてーじ

掲載総数ランキング
第１位　掲載回数８回

あつあげくん （農・院）

第３位　掲載回数５回

いずる （薬・３）

あくあ♪ （総・２）

ピクミン （工・３）

たちつてとんかつや （情・院）

サ「ボ」ーター （工・２）

第２位　掲載回数６回 あなたの体験談、創作、妙に説得力
のあるものから苦しまぎれのものま
で何でもＯＫ！
たくさんの応募待ってます！
例
先生「なぜ遅刻したのかね」
生徒「ま、間違えて昔通っていた幼
稚園に行っちゃいました」

ヨコのカギタテのカギ

　二重枠内の文字を使って
できる、春咲く花の名前を
３つ答えてください。　
 （出題：ココアリキュール）

１．勇猛で荒々しい人のこと

３．1396年の、十字軍とオスマントル

コの○○○○○の戦い

７．外国の領内にいてその国の法律の

支配を受けない特権

９. 試験の時にだけ彼の○○は鋭い

10. 九十九をこう読みます

12. 全てローマに通じている!?

14. 私と○○○とどっちが大事なの!?

16. 集団を統率する人のこと

17. 舞台の始まりに上がるもの

18. 餅や饅頭の中に包みます

19. 有名な相生の松があるところ

21. 災害時にも確保したいですね

24. 潜水艦でないと行けません

25. じゃが芋を英語で言うと？

１．この試験は○○○○不可です

２. 有田焼で有名な県

３． 私たちの国の歴史

４．焚いて香りを楽しみます

５．衣服についている物入れ

６．ホームページから○○○を張る

８． 足が十本あり、墨を吐く生物

11. イスラム教の礼拝堂

13. 七不思議で有名な京都のお寺

15. ○○○○な背負い投げを決める

17. 可愛くて目に入れても痛くない

18. ○○○の前の静けさ

19. コントで上から落ちてきます

20. 近くの公園まで○○○する

22. 温めた卵がそろそろ○○します

23. 日本に古くからある弦楽器

12月号の当選者
答：サンタクロース

応募総数　　　94名

正解者　　　　91名

当選者　　　　10名

・大川　勇気様（理・３）

・小池　幸弘様（薬・２）

・小林　家光様（経・１）

・澤　　祐介様（理・１）

・田中　泰央様（理・３）

・新國　淳子様（文・他）

・宮田　洋介様（工・３）

・安井　大輔様（経・２）

・山岸　　宏様（法・１）

・吉川　翔子様（法・１)

賞品のプリペイドカードは
当選者に直接郵送致します。

読者カードに答えを書いて生協の食堂

や購買に置いてある「ひとことPOST」に

お入れください。　（４月30日まで）

抽選で毎月10名様に、生協プリペイドカ

ード1000円分をプレゼントします。

・

・

１ ２ ３ ３ ４ ５ ６

７ ８

18 ９ 21 10 11

12 13 27 14 15 31

33 16 38 17

18 43 19 20 48

21 22 55 23

24 61 25


