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十人十色
これって常識ですか？

len&pres（以下ｌ）：皆さんこんにちは。
十人十色のコーナーです。今月号のテ
ーマは「これって常識ですか」です。さ、
apis君はじめますよ。

apis（以下ａ）：あ…。
ｌ：「あ…」じゃないですよ。しっかり

してくださいよ。今月から新入生も読
んでるんですよ。ばっちり決めないと。
では早速はじめましょう。

伊藤博文は「いとうひろぶみ」。

 （薬・１　ぱんたろん）

175Rは「イナゴライダー」って読むん

だって。 （工・院　KAMONEGI）

松井秀喜は石川県出身。

 （法・１　綿菓子）

ｌ：このあたりは結構常識だったりしま
すかね。

ａ：福田康夫は俺と同じ群馬県出身…。
ｌ：それは知らないなあ。

京大の入試の採点は河合塾がやってい

る。  （工・４　ふらわ）

小中高と普通にやってきたけど学校卒

業するのは楽じゃない！

 （法・５　ひっきー）

ｌ：新入生の皆さん。まじめに勉強し
ましょうね。apis君は大丈夫なんです
か？

ａ：８年間ねばるつもりだよ。それで単
位ぎりぎりで卒業するんだ。

ｌ：はあ。勝手にやってくださいよ。除
籍になっても知りませんよ。

毎月26日は健康感謝の日。全日本健康

自然食品協会だけの常識。

 （経・２　えーっと）

お酒は20歳を過ぎてから。

 （法・１　Elie）

ｌ：そういえばそうでしたね。お酒は
20歳未満が飲むと犯罪なんですよ。

ａ：え、でも年齢の１の位は四捨五入さ
れるんでしょ。

ｌ：いやいや、そんなわけないし。

タモリは片目が義眼。

 （工・４　ピクミン）

今現在のモーニング娘。のメンバー。

何人いるのかわからない。

 （工・２　病メル雑貨店主）

つんくはモーニング娘。の曲を「ふる

さと」までしか作っていない。

 （文・２　ユーストア）

ａ：そのうち日本人女性の過半数がモー
娘。になる日が来るんじゃないか。

ｌ：でも引退した人もいるじゃないです
か。apis君の好きななっちとか。

ａ：え、まじ？ なっち引退しちゃった
の。好きだったのに…。

風邪をひいたらたこ焼きを食べるとよ

く効く。 （農・院　あつあげくん）

これって常識ですか？

十人十色

ヨコのカギタテのカギ

チワワのくぅ～ちゃんが大好きです！ （法・１　食堂企画室）

⇒ちょっと、やめてください…。 （クロス制作室）
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　二重枠の文字を並
び替えてある言葉を
完成させて下さい。

（出題：wodaabe）

１．神をまつる社。「祠」と書く

４． 一方が高く、もう一方が低い道

７．「経済」は何の略？ 

９．ある熊の一種の胸元にある模様

といえば？

10．寿司に添えるしょうがの名前

12．ある事件の後で、なお残る影響

13．｢朝｣の反対

14．読まずに本を積み重ねること

16．「雌牛｣を英語で

17．不注意で起こした失敗

18．災難除けに唱えるおまじない

20. 宴会などで行う演芸 

22．これがないと、しりもちをつい

てしまいます

23．赤い表紙の無料バイト情報誌。

毎週月曜発行

１．医学部に新設された学科

２．昔は「戀」と書きました

３． 人の肉を食う凶暴な東洋の悪鬼

４． 七夕の歌でさらさらゆれるもの

５．言葉のキャッチボールとも言う

６．韓国の床下暖房装置

８．医者が各々配属される部署

11．実際に患者の診療にあたること

13．溶質と○○○○

15．独占禁止法の略称は○○○○　

16．人生の例えに使われることも

18． ＣＭでおなじみのチワワといえ

ば「○○○ちゃん」

19．もうすぐタテのカギは「最後」。

英語でどうぞ！

21． 菅原孝標女作といわれる「○○

の寝覚」

１月号の当選者
答：セミマル

応募総数　73通

・細谷　直史様（総・４）

・東海林亜希様（農・１）

・金井塚信一様（法・？）

・篠田　安弘様（理・１）

・保井由佳里様（薬・１）

・将積　睦　様（農・院）

・塚脇　光　様（総・３）

・小林　卓弥様（工・１）

・永田　雄一様（法・５）

・宮本　晋平様（文・院）

賞品のオンバリュー券は

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（４月末日まで)。

抽選で毎月10名様に、生協オンバリュ

ー券1000円分をプレゼントします。

・

・

※学年は応募当時のものです



メールの件数が減ったなあ…。 （工・３　セキトバ）

⇒受信メールの一番古いのが８月９日… （減ったわけではない；編）

こだわり

６月号のテーマ

From Editors

▼突然ですが、2003年度掲載総数ラン
キングの発表です。第１位は農・院「あ
つあげくん」さん。掲載回数は12回で
断トツです。おめでとうございます。第
２位は７回で、文・２「うるうる」さん。
６回の方は５人もいらっしゃいます。敬
称略します。回生は昨年度。綿菓子（法・
１）、ソウタロウ（経・３）、せいうち（教・
２）、いずる（薬・４）、うぴぴ（総・４）。
以上の皆さんです。今年度もたくさんの
投稿をお待ちしています！ （ピカイチ）
▼春ですね～。新入生のみなさん、入学
おめでとうございます。さて、らいふす
てーじ編集部ではただいま編集部員を募
集中！ 私たちと一緒にらいふすてーじ
を作ってみませんか？ 興味がある人は
ぜひ来てね。 （お待ちしてます；ぱりぽり）
▼上の二人はずるいです。僕の書くこと
がなくなってしまいましたよ。 （じゃこ）
▼「編集部」といったらなんか堅苦しい
所みたいですが、そうでもないですよ。
逆に、「真面目なだけじゃだめだ」とい
うことを真面目に考えてしまう僕のよう
な真面目な人でも楽しんでやれてるんで、
どんな人でも、新入生の方はぜひ来てみ
てくださいね。 （とうめいRunner）
▼編集会議は毎週木曜日18:30から吉田
食堂で行っているんですよー （A－K）
▼らいふすてーじ編集部公式ホームペー
ジ開設!? （現在製作中；yoshihira34）
▼あなたの担任はおけいはんかも。
（正担任、副担任いたの!?；おーたっち）
▼まぁ、冊子作りとか興味あったら（な
くても）来てみてくださいよ。 （apis）

あんパンを主食にすればダイエットに

なるらしい。 （文・２　文１）

ｌ：大学生になって一人暮らしすると食
生活が乱れちゃいますよね。apis君の
主食はどうなんですか。

ａ：え、サプリメントかな。
ｌ：だめですよそんなの。ちゃんとした

もの食べてくださいね。

大文字山は活火山。 （法・１　）

「口コミ」をずっと「マスコミ」って

読むんだと思ってました。そうですねぇ、

つい最近までね。 （法・１　!!）

ａ：そういえばこの間まで「なか卯」の
ことを「なかたまご」って読んでた。

ｌ：その漢字「たまご」なんて読まない
よ。しっかりしてくださいよ。

ａ：似てるじゃん。もう、漢字なんて嫌
いだ。

うちの姉（24）は「小豆島」を「しょ

うどしま」とは別の「あずきじま」だと

思っていた。 (工・３　ぜふいらー）

小四まで、エーデルワイスは花ではな

くサルとクマを足して２で割ったような

動物だと思っていた。 

 （教・２　せいうち）

ｌ：そういうのって昔はありますよね。
小さいころの勘違いって言うか。

ａ：魚は切り身で泳いでいるって小二ま
で信じていた。

ｌ：それは少し極端だとは思いますがね。

香川のうどん屋にはたいていおでんが

ある。香川の回転寿司ではうどんが回っ

ている。 （医・３　わがかがわ）

エイプリルフールは４月１日の午前

中のみ有効です。午後になっているのに

しょうもないうそをついている人！ そ

のうそは許されませんのでご注意くださ

い！ （文・他　テツorトモ）

ａ：知らなかった…。 
ｌ：気をつけないと…。あ、こんな投稿

も来ていますよ。

今月かららいふすてーじ編集部に読者

カードを送った人全員が当選するって知

ってました？ （工・３　コンコルド）

ｌ：本当なの？ apis君。
ａ：投稿数が少なかったらね。
ｌ：冷静に返されても困るんですけどね

ぇ。では皆さん、また来月会いましょう。

※掲載者の所属は投稿当時のものです。

「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。

たくさんの投稿、お待ちしております。

lifestage@s-coop.net

６月号のテーマ
「私の

こだわり」
６月号の「十人十色」では「私のこだ

わり」というテーマで皆さんからの投稿

を募集します。読者カードに記入してひ

とことPOSTに投函してください。 

例） 私は毎朝欠かさずヤクルトを一本

飲む。

バスに乗ると必ず一番前の席に座

る。

・

・


