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From Editors

▼桜が散った。�（４月13日；はぴねす）
▼囲碁を打ちましょう！
�（NHK教育で覚えた；とうめいRunner）
▼小４の時東京のホテルでラモスに遭遇
して以来、10年ぶりに芸能人を間近で
拝見しました。宇治原氏があんなに親し
みやすい好青年だなんて…。有り難うご
ざいました。アポなしで取材場所に使わ
せていただいた喫茶店の方サンクス！
�（吉本興業にspecial�thanks；だじゅうる）
▼最近毒舌と言われますが、そんなこと
ないですよね？� （おーたっち）
▼実家に帰ったら、年金手帳が届いてい
ました。もうそんな歳なんだなぁ…。
� （20歳の責任；Leap�year）
▼一度の修了検定失敗を乗り越えて、先
日ようやく仮免許証を取得しました。勉
強はするもんだ。（右折は怖い；くりおね）
▼浪人していた友達が京都にやってきま
した。高校時代が戻ってきたような日々
を送っています。それにしても男だけで
行く四条はなんとも微妙ですね。
� （FujiyamaCafeって…；ならっちょ）
▼春休みには旅行に行って、ついでに勉
強も…したかったなぁ。結局何もできず。
花見も桜散ったしなぁ…。�
� （あ、免許とったっけ？；A－K）
▼僕も20歳になりました。考えてみる
と、もう選挙権を持っているんですよね。
でも住民票を移してないので投票できま
せん……。�（実家に帰るのもなぁ；アル）
▼先日、（以下略）�（スペースない；じゃん）

じゃん（以下じ）：こんにちは。十人十
色のお時間です。今回のテーマは「ひ
とりの唄」。というわけで、私じゃん
がひとりでお送りします…
A－K（以下Ａ）：………。
じ：…つっこんでね。寂しいから。
Ａ：あ、ごめん。今、自分の世界に浸っ
てた。
じ：だいじょうぶかな。今回の進行…

独りはさみしいもん。

� （工・２　アジシオボーイだもん）

ひとり暮らしが長くなりすぎると苦しい

です。ＳＯＳを発信したいよォ～！

� （医・職　ニャン・ニャン・ピース）

「ひとり」を漢字にするなら、必ず「独り」

にする。人はみんな孤独なのさ…。

� （総・２　さんしょ）

一生ひとりだ。

� （農・２　アジシオボーイ）

じ：今回はネガティブな投稿が多かった
ね。みんなひとりは嫌なんだね。
Ａ：でも、こういう人もいるよ。

ひとりの方がいいでしょ。束縛されるの

は嫌だし。� （理・２　山田太郎）

ひとりになりたい。自宅生だし、部屋も

１人部屋がないので…。（薬・３　いずる）

独りは好きです。家で音楽聞きながらボ

ーッとしてる。� （工・３　ペイン）

じ：ひとりになりたい人もいるんだ。
Ａ：僕もひとりになりた～い。
じ：え？ なんで？
Ａ：ひとりで進行すればいっぱいしゃべ

れるでしょ。
じ：そんな理由かい！

ひとりでいると、試験情報が入らないの

で試験戦争上不利になる。

� （工・１　おとこう化け物）

Ａ：そう！ ひとりは損！ 仲良くしよ
うね～。

じ：さっきはひとりがいいって言ってた
くせに…。

予備校の時の漢文の授業に出ていたのは

私ひとりでした。大教室での授業が当た

り前の予備校なのになぜかマンツーマン。

喜んでいいのか、悲しんでいいのか…。

� （農・院　あつあげくん）

じ：うーん、一対一の授業ってお互い気
まずそうだなぁ。

Ａ：そうだね。でも何といってもオーデ
ィエンス使えないのが一番つらいよね。

じ：いや、オーディエンスなんか使えな
いでしょ、予備校なんだから。

Ａ：テレフォンなら使えるか！ 携帯あ
るし。

じ：だからそうじゃないって！

私は独り言を言うことがほとんどないの

で、休日は気がつけば丸一日全く声を出

さなかった、などということがよくある。

� （総・２　あくあ♪）

一人で住んでいると、１日でコンビニの

店員さんとしか話さない日がたまにある。

� （理・院　かえる）

じ：１日で発した言葉が「温めます」だ
けとかね。
Ａ：それから「ファイナルアンサー！」
だけの日とかね。
じ：いい加減ミリ○ネアから離れろよ！

一人でＴＶを見ていてＴＶにつっこみを

いれてしまった時が最も孤独を感じる。

� （工・１　三代目）

テレビとお菓子がお友達…。

� （医・２　くっちゃね）

Ａ：お菓子を食べながらテレビにつっこ
み。これが正しいひとりの過ごし方！
じ：どんどん体重が増えちゃうね！

ひとりで夕食を食べるのが嫌い�だから

ひとりのときは夕食を抜くことがある。

� （工・３　ラント）

Ａ：僕もそうだな。ひとりの時は寂しい
からごはんなんて喉を通らない。
じ：君の場合は「フトコロ」が寂しい時
だけだろ。
Ａ：お金ないんだよ～。貸してよ～。

部屋にひとりでいるのは寂しいので毎日

ルネに来ている。� （留学生　ヘジン）

さみしさを紛らわすために電話する。発

信履歴を見たら全部女の子だった。

� （経・６　プリップリッ）

Ａ：これでひとりにならなくて済むね。
しかも女の子と話せる♪

じ：あれ？ 君って女の子の友達そんな
にいたっけ？

Ａ：いや、今から作るんだよ。
じ：だめじゃん。

確かに、独りは寂しい。しかし、いくら

二人でいても、気持ちの通じ合わない相

手だと、独りでいるよりもっと寂しいと

思う。結局人間は、一人で生きて一人で

死んでゆくものでは？

� （人環・職　禁句？）

Ａ：今、かなり寂しいよ。さっきから何
だか冷たいんだもん。

じ：ごめん。悪かった。許して。
Ａ：それじゃあ早速、…
じ：お金は貸さないよ。
Ａ：やっぱり最後まで冷たいよ～（泣）
じ：と、いうわけで今月の十人十色はお
しまいです。来月までごきげんよう！

おことわり

このページにおける所属は、昨年度み

なさんが投稿して下さった時点のもので

す。

オレははみだしてない。� （農・２　アジシオボーイ）
⇒いや、はみだしてますよ、多分…。� （なぜか自信がない編）

「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」に記
入の上、生協各店舗の「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。

ひとり
の

十
人

十
色 唄

な人。変

私のまわりの

次回７月号テーマ

あなたのまわりにいる変わった人に関
する話を募集します。みなさんの投稿お
待ちしております。

例えば…

・φに憧れて薬学部に転部したＴ先輩。

・バイトの帰りにタクシーを使いバイト

代を使い果たした自分。

ヨコのカギタテのカギ １月号の当選者
答：イセジングウ

応募総数　　87　名

正解者　　　85　名

当選者　　　10　名

・寺尾　博行様（法・３）

・鈴村　太郎様（工・１）

・大橋　久範様（理・４）

・戸谷　貴彦様（工・１）

・出春　裕子様（薬・３）

・志波　宏美様（文・１）

・小西　慧　様（工・１）

・武田　征士様（理・２）

・宮本　佳和様（文・３）

・川手　研典様（法・４）

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

お入れ下さい。　（５月31日まで）

抽選で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。

・

・

　濁点（゛）のつく文字
を黒く塗りつぶすと、盤
面にある文字が現れます。
その文字をお答えくださ
い。　� （出題：ペー）

２．「武士」の昔の言い方

６．社会科のテストは○○問題に注

意

７．ミケランジェロによる彫刻作品、

「○○○像」

８．言葉に別の含みがありそうな感

じ

10．カナヅチの必需品

1�．山下清の得意とした絵画手法

14．５月５日に空を泳いでいる魚

15．老後に○○をたしなむ

16．祝・株式一部○○○○○○！

18．これを飛ばして天気を占います

�0．京大の校則では、髪染めは禁止

されています。ヒゲも不可です

�1．経験が足りないこと

��．大きなゴリラのような怪獣

１．絶え間なく続く攻め

３．ひかりよりもこだまよりも速い

４．いつもの格好

５．料理の○○○○をふるう

８．「ROCK」を日本語で

９．日本全国に3,000以上あります

11．京都からどんどん南下すると、

○○半島

13．病気にかかること

15．犯人が残し、刑事が探すもの

17．赤ん坊に生えています

19．舌の肉の通称

１ ２ ２ ３ ４ ７ ５

６ 11 13 ７

18 ８ ９ 23

10 11 28 12 13

14 35 15 38 40

42 16 17

18 19 51 20 54 21

22 63

「脱サラ」をサラ金から逃げる（＝破産宣言する）ことだと思っていた。� （医・職　はゆか）


