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From Editors

▼二十歳になりました。変わったことと
言えばお酒が飲めるようになったぐらい。
あ、今までとたいして変わら…
� （自主規制；アゲハ）
▼今月号で僕は引退です。今まで２年間
ありがとうございました。そして来月か
ら新編集部員が続々登場なので、そっち
のほうも楽しみにしてもらえればいいか
なーなんて。これから僕は疲れたので就
寝いたす。BYE!�（博

ひ ろ し

士助
たすけて

手；だじゅうる）
▼強くなりたい。� （はぴねす）
▼普段は自転車で駆け抜けていた学内を、
のんびり歩いてみました。やっぱり風景
が違いますね。たまにはゆとりを持ちた
いものですね。
� （寝るのもいいけど；Leap�year）
▼去年のワールドカップが懐かしく思わ
れるこのごろ。� （∞＝おーたっち）
▼今月で僕も引退です。突然背後から「お
まえはもう用済みだ。ズドン」というこ
とになったりしませんように。あ、今僕
の背後にいる人が…� （かぼちゃ）
▼下宿を始めて１年以上経ちましたが、
全く卵の割り方が上達しません。片手で
できるようになりたいなあ。
� （とうめいRunner）
▼あ～、引退や～。頼もしい仲間達、そ
して読者の皆さん、ありがとよ！� （ペー）

助手（以下助）：今月の十人十色をお伝
えします。テーマは「とっさのいいわ
け」。窮地に追い込まれた人々から飛
び出した一発逆転のいいわけを、助手
である私と、博士の二人で紹介します。

博士（以下博）：では初めに、最も多く
寄せられた「遅刻したときのいいわけ」
から紹介しようではないか。

「鴨川で溺れていた」� （投稿者多数）

「警官に捕まっていた」� （投稿者多数）

助：結構ありがちで、すぐバレそうない
いわけの例です。ところで博士、今朝
遅刻しましたよね。

博：いやはや…、途中で鴨川に捕まって
警官に溺れてたもんで…。

助：とんだ怪現象じゃないですか！

月曜１限のスポーツ実習に遅刻したとき。

「昨日の夜、友達の家でミカンを食べた

ら腐っていたんです」

� （経・２　根無し草）

高校時代に友人の使った遅刻のいいわけ。

「みそ汁が熱すぎたんです」

� （工・１　Ｊ二等兵）

助：猫舌をいいわけに使うとは大胆な。
博：実は私も猫舌なんだ。かわいいだろ。
助：猫はかわいいですが、猫舌のおっさ

んはかわいくないです。

高校のとき、サッカー部をやめるとき「体

力の限界です」って言った。若いのに無

理があるかなと思ったが、なぜか顧問の

先生は納得してくれた。

（工・２　ベビースターラーメン）

サッカー部の練習に遅れてきた友人が、

カントクに一言。「すんません、第５股

関節が痛くて…」�（工・院　ぎゃんぐ）

「ナンシーに会いにフロリダに行くから

部活休みます」� （農・１　うにこ。）

博：なるほど納得、部活の休み方にもい
ろいろあるものだな。勉強になる。

助：納得しないでください。第５股関節
って何なんですか？ ナンシーって??

就職試験に遅刻しそうになった先輩は、

「右手をケガして、病院に行っている」

といいわけをして、その場を逃れた。後

日、左手に包帯を巻いて試験を受け直し

に行っていた…。�（経・３　ソウタロウ）

ピアノのレッスンを休むために「献血し

て手に力が入らないんです」と言った。

でも、その日、本当に献血してたんです

けど…。� （法・２　kakeru☆）

博：社会に貢献して、かつ自らも楽をす
るとは、かなりの上級者だな。

物を落として壊したとき。「地球に重力

があるからです！」�（医・職　はゆか）

博：自分のミスをニュートンの発見のせ
いにするとはすごい！ 都合の悪いこ
とは全て偉人に押しつけてやれ！ え
ーと、……エジソンのバカヤロ―！

助：偉人と聞いてエジソンしか浮かばな
かったんですか。あなた本当に博士で
すか？

外国での話だが、信号無視をした人が捕

まったとき、「ドップラー効果で、信号

が青に見えたんだ」と、いいわけしたそ

うだ。� （人環・職　まほろば）

博：ドップラー効果か…。確かあれだ、
なんか空気中に起こるとなんか分子が
変わったりなんかの濃度が…。

助：知らないならしゃべらないで下さい。

他人のレポートを写しているときのいい

わけ。「ただ参考にしているだけだよ」

（工・４　タカダ）

博：そういや私も、君の書いた論文を見
ながら、ただ参考にして

4 4 4 4 4 4 4

自分の論文を
書いたよ。ただ参考にして

4 4 4 4 4 4 4

ね…。
助：…写したのか!?　あんた研究者失格

だよ！

博：それではここでもう一度、「遅刻し
たときのいいわけ」集をご覧あれ。

「ミトコンドリアの調子が悪くて…」

� （理・２　Arara）

博：細胞レベルで―!!!?

「ちゃうねんて～」� （理・２　藤浩明）

博：何がだ―!!!!

「母が！ 母が!!」（文・４　垣内健太郎）

博：マザ―!!!!
助：取り乱すな!!!!

あらゆる場面で、「あまりに春だから」

（文・４　85、78、88）

博：すまん、あまりに春だから絶叫して
しまったよ。というわけであまりに春
だから今回の十人十色はこれで終わり
にしよう。ついでにあまりに春だから
明日は研究を休んでよいかね？

助：もう春は終わってるので勝手に休ま
ないでください。ではまた来月！

ドラえもんの映画を見て半泣きになったいい大人というのは私ですが、何か？ おまけの「パーマン」でブービーに癒されたのも私です
が、何か？� （工・院　やきにくん）
　⇒いえいえとても素敵です。僕も毎年半泣きです。ジャイアァァァン!!!!� （京大生の４人に１人はドラえもんマニアだと思う編）

「らいふすてーじ」に関するご意見・
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、E-mailでも受
け付けております。

lifestage@s-coop.net
たくさんの投稿、お待ちしております。

10月号の十人十色テーマは

「私の弱点」
人には言えない「私これだけはダメな

んです」という弱点をこっそり投稿して

ください。すでに克服した弱点でも可。

（例）■人前で話すのが苦手です

■ピーマンなんて見るのもイヤだ

■昇竜拳が出せん…！～My�sweet�weakpoints～

らいふすてーじ新入生歓迎特別号2003
ジャンボクロスワード当選者発表!!

１等　2003円分生協プリペイドカード＋

　　　　　　　　　京大グッズ詰め合わせ

室田　知宏様（農）

２等　2000円分生協プリペイドカード

富澤　拓海様（文）� 三本木　彩様（文）
西村　　基様（工）� 夏目奈央子様（工）
関　健次郎様（総）� 岡村　伸子様（医短）

なお、１等の当選者には直

接ご連絡いたします。２等の

賞品は郵送いたします。

今後ともらいふすてーじを

よろしくお願いします。

クロスワードの答え：
「アラタナセカイハ

キミノメノマエ」

十人十色

＜連絡＞

小林　家光様（経）

昨年12月号発表のCross�Word当選
賞品が、連絡先不備のために発送でき
ませんでした。らいふすてーじ編集部

（075-753-7646）までご連絡下さい。

ヨコのカギタテのカギ

二重枠の文字を並び替
え、調理器具の名前を３
つ作ってください。
�（出題：とうめいRunner）

地中で７年、地上で１週間の命

新幹線はとてもよい

「人」は間抜け

規則正しい生活で体調○○○

悪いやつほどよく当たる

各メーカー溝にこだわるそうな

「勝馬投票券」の略称

清掃活動の時にみんなでむしる

外出中です

人生、生活、生命

人に物事を頼むこと

やせている人が例えられる野菜

こんなものは排除されがち

サツマイモのことをこうも言う

キュウリを具にした海苔巻き

可もなく、不可もなく、良もな

く

スペイン版ミスター

庶民の住宅

事実を元にした作品＝○○フィ

クション

間違った認識でわだかまりが

結婚の一歩手前

南アメリカの南北に細長い国

事件が起きている場所

空から降ってくる…のか？

←→殿様

小さくても辛いんです

汚れた排水で悪くなる

どっちでもいいよ

行進の時に吹く楽器

野球で守備側の選手のこと

○○同文

隣の客がよく食べるもの

４月号の当選者
答

たんぽぽ・さくら・もも

応募総数　　82　名

正解者　　　80　名

当選者　　　10　名

・岡部　浩平様� （工・１）

・田中　亜樹様� （法・１）

・西岡　顯道様� （理・１）

・篠田　安弘様� （理・１）

・耒　　順秋様� （工・３）

・三潴　忠典様� （理・３）

・鈴木　良　様� （工・４）

・戎井　靖貴様� （農・院）

・前北　渉　様� （工・院）

・ランジェーイー様（経・院）

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。　（６月末日まで）

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。

・

・

最近友人達に「このペンネームお前だろ」とつっこまれることが増えてきた。� （経・３�ソウタロウ）
P.N.を使っているのにらいふすてーじに掲載されるとまわりからつっこまれるのはなぜ？� （法・２�kakeru☆）
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