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From Editors

▼秋。�（さて何をしよう；ならっちょ）
▼ツナを食べる。�（一年中；はぴねす）
▼甘いものを食べまくる。
� （やはり一年中；じゃん）
▼今年の夏は大枚をはたいた。三重・香
川・千葉県への旅行、親知らずの抜歯、
そして引っ越し。我ながら贅沢だなぁ。�
� （そして冬にツケが…；くりおね）
▼読書の夏だった。村上春樹にはまった。
でも、なぜか私の周りの友人はアンチ村
上春樹ばかり。読者の方でファンの人は
いませんか？
� （スプートニクの恋人；ロビ）
▼え？　夏休み？　なにそれ？
� （たまには休ませて…；A－K）
▼実りの秋ですね。今年はヨーロッパの
ワインの出来が良いそうです。チーズと
一緒に味わいたい。
� （ココアリキュール）
▼「hohoemi」をちゃんとみなさんが見
つけられますように。
� （切実な願い；wodaabe）�
▼今回初執筆でした。秋の夜長は読書が
したいです。� （ぱりぽり）
▼旅がしたいです。
� （京都の秋もよいけれど；ピカイチ）
▼実家に帰りたい。� （かんぱん）
▼桂キャンパスは研究には最適です。研
究にはね…� （客観的；yoshihira34）
▼競馬の秋、重賞の秋　　� （shiloann）
▼読者カードを読むのが毎月楽しみです。
今月もよろしく！� （おーたっち）

先輩編集部員（以下先）：こんにちは、
十人十色の時間です。

後輩編集部員（以下後）：はじめまして、
今日はよろしくお願いします！ 今回
のテーマは「私の弱点」です！

先：やけに気合いが入ってますね…。
後：気合いも入りますよ、楽しみにして

ましたから！ では早速いってみまし
ょう！

ジェットコースターなどの絶叫マシン。

（農・院　あつあげくん）

通販…ですかね。�（総・４　あみっこ）

雷が苦手っす。雷が鳴ってる日は大学休

みにしてほしいっす。

（総・３　とどかぬ想い）

脇腹。つつかれると弱すぎ。

（工・３　ぶるー）

人の頼みが断れない。

（法・４　吉田卓司）

先：スタンダードな弱点だと思います。
後：これはよくわかりますよ！ 友達に

脇腹をつつかれて頼み事をされると、
絶対に断れないです。

先：…それは頼みというより脅迫なんじ
ゃないですか？

難しい試験。� （医・３　わがかがわ）

標準偏差の求め方がわからない。

� （工・１　おさかな地獄）

後：これぞ学生！ といった感じの弱点
ですよね。

先：待ちなさい、他に言う事はないんで
すか？

後：ありません！
先：…。

アゲハちょう。見かけたら逃げます。体

にとまったら泣きます。（薬・４　いずる）

ヌルヌルしたもの。� （理・１　meso）

先：ヌルヌルはともかくとして、ペタペ
タは嫌ですね。

後：えっ、何それ!?

毎年一回骨を折るのが弱点です。人生の

１／６はギプスしてます。

（工・３　ＸⅠマスター）

持病の盲腸。�（医短・２　イエスマン）

後：盲腸って持病になるんですか!?
先：それは調べてみないとわかりません。
後：じゃあ先輩、調べてみてくだ…。
先：もちろん、自分で調べてくださいよ。

部屋をそうじしてもすぐに汚くなってし

まう。� （工・１　アヴリル）

大勢でいても自分だけ蚊に刺されまくる。

� （法・１　サンゲツ）

携帯のマナーモードが弱点です。バイブ

する度におどろいて跳ねてしまいます。

少しもマナーにそぐわない。

� （薬・２　佐々木）

先：生活に即した弱点ですね。
後：どんな生活なんだ…？ あ、でも先

輩、他にもこんなのがありますよ。

財政難。� （工・２　病メル雑貨店主）

120円のパン。100円のパンは気軽に

買えるけど、120円のパンは絶対買え

ない。社会人になったらこの20円の差

にひよらず、様々なパンが食べれるよう

になるのだろうか。�（文・２　うるうる）

後：20円くらいなら別に気にしなくて
もいいと思いますけど。

先：何を言ってるんです？ その20円
が大きな差を生むんですよ。一日なら
20円ですけど、365日20円もの無駄
な出費を続けていたらどうなるか！

後：先輩って、意外とケチですよね…。

そんなものは私の辞書にはない！　とか

何とかかっこつけて言ってしまうところ。

（経・３　ソウタロウ）

私に弱点などない!!（農・３　スインズ）

後：先輩みたいな事を言う人だな…。
先：何か言いましたか？

いまだに口笛が吹けない。

� （工・２　Air�In）

先：吹けなくても大丈夫ですよ、本当に。
後：（そういや先輩も吹けないんだっけ）

いまだに京大内で迷子になります。

（法・１　しんちゃん）

後：確かに、京大内は広い上に空間がゆ
がんでますからね！

先：…は!?

「いかにして労力を使わず楽ができるか」

を考えることに労力を使ってしまう。

（理・２　ウェザーブレイク）

後：人生の基本です！

おもしろいネタを思いつかないのに投稿

してしまうことです。

（理・１　羽根ペン）

後：その意気込みに乾杯！
先：落ち着きなさい。そろそろ時間です

ね。では、今回の十人十色、この辺で
お開きにしようと思います。

後：次回もお楽しみに♪

十人十色

カンフォーラはやり手だ。パフェとビールで同じグラスを使っている。� （法・１　ピンクのこぶた）
　⇒昼と夜とは違う顔！� （ビールは飲めないけど；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
らもぜひご利用ください。

lifestage@s-coop.net

たくさんの投稿、お待ちしております。

私の

-My�Sweet�Weakpoints-
十人十色

☆次回のお題☆

懐かしの90年代
嵐のように到来し、過ぎ去っていった90年代…。

記憶をたどるとたくさんの出来事が思い出されることでしょう。
その懐かしい時代を切々と語ってみませんか？

（例）
＊ソ連崩壊、東西ドイツ統一。
＊スーパーファミコン全盛期！

＊たまごっちを買うために延々と待ち続けた。

ジャンルは問いません、気軽に投稿して下さい！

ヨコのカギタテのカギ

１ ２ ３ ５ ４ ５

６ ７ 14 16

18 20 ８ ９

25 10 11 30 12

13 35 14 15 40

16 45 47 17

49 51 18 19

20 60 21 63

　二重枠の文字を並べ替
えて、京都市内のある寺
院の名前を作ってくださ
い。　�（出題：くりおね）

ものを楽に動かす仕組み ｡支点
や力点などの位置がポイント
東南アジア最大の○○○川
９月の誕生石
複数の軍艦で編成した海軍部隊
韓国風すきやきのこと
無意識のうちにしてしまう動作
和装の花嫁がかぶるのは○○か
くし
折口信夫の用語。「客人」と書
いてこう読む
アサガオや微生物などをじっく
りと見ること
喧嘩してもまた仲良くなること
ボールペンや万年筆の中身。こ
れが切れると字が書けません
ドングリやヒマワリの種を好ん
で食べる小動物

鶏の頭部にある冠状の突起物
「劇場」をフランス語で
池をよく泳いでいる魚。５月に
は空も泳ぐ
接触すること
冬はまめに保湿しないと手がこ
うなります
三重県北部のあたりを指す旧国
名
カンボジアの首都
ほうれん草のようにおひたしな
どにして食べます
刀剣などの、手で握るところ
愛と美を象徴するギリシャ神話
の女神
ゼラチンを固めたデザート。コ
ーヒーや果実を入れたりする
野生の鳥や獣をしとめること

６月号の当選者
答：ヤカン・サイバシ・フライパン

応募総数� 117名

正解者� 112名

当選者� 10名

・古田ひとみ様（文・４）

・桜間　瑛　様（文・３）

・花岡　俊行様（工・１）

・岡田　晃典様（総・４）

・上杉　美和様（薬・４）

・義本　欣司様（工・３）

・山内　優子様（エネ・院）

・羽床友紀子様（医・職）

・矢澤　佳子様（薬・２）

・五十嵐陽子様（理・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。　（10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。

・

・

坂を登りきれず、自転車でバックしてしまった。怖かったよ～。� （教・１　おまっちゃ）
　⇒気を付けてくださいね、京大生の自転車事故は多いですから。� （それにしても器用ですね編）
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