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ヨコのカギタテのカギ

クロスワード不正解の人がいるのが信じられん。 （薬・３　ぴか）

　⇒ちなみに今回、ノーヒントだと編集部内では約２名わからなかったんですが。 （身内をネタに…；編）

　二重枠の文字を並べ

替えて夏の必須アイテ

ムの名前を完成させて

ください。　 （出題：♭）

破った者には罰が…
凶暴な動物を閉じこめます
『木綿の○○○○○○』
少ないですが感謝の気持ちです
回転運動の中心となる直線
田畑を耕す人々。時々一揆もします
素敵な男性＝ナイス○○
ドラえもんがポケットから出す便利
な扉
大分大学生姿が○○に付いてきまし
た
沈黙は…
ウシくんとカエルくんでおなじみ、
○○○○マペット
令制において皇居の護衛などをつか
さどった役所
酔っ払いのことを俗にこう呼びます
塩を英語で
昨日はコレでも今日は友に
どんぐりの○○くらべ

５月号の当選者
答：キンヨウビ

応募総数   107名

正解者　　 102名

当選者　　　10名

・岩井　顕　様（工・１）

・内藤　英晶様（文・１）

・相川　崇　様（教・２）

・渡辺真理子様（文・１）

・馬場　亮人様（薬・４）

・筒井あづみ様（総・２）

・廣井　和雄様（理・１）

・高原　朋子様（教・３）

・児玉　真美様（総・３）

・橋詰　悠佑様（法・２）

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

お入れください。　（７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。
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本州四国連絡橋の１つ。瀬戸○○○
○
ラスベガスといえばコレ
今月の『目から鱗』
色即是○○
万華鏡。英語でいうと○○○○スコ
ープ
タテ15のメダルを貰えるのは２位で
はなくて…
最初の勅撰和歌集は○○○和歌集
グリーン上で使います
アダムとイヴのいた楽園
膝より上、腰より下の部分
コレがないとテスト前のノートも手
に入りません
最近は赤と黒だけではないらしい
今日もDASH村で大忙し（？）の５人
組
応援するときに言う言葉
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構内でよく見る、買い物袋を持ったお

ばちゃん。近道かもしれなけど…。

 （医・５　しゃちょー）

α：余計なお世話だな～。この際、全部
京大探偵団に任せちゃおうよ。最近仕
事が少ないってぼやいてたし。

小：ちょっと～、勝手に投げ出さないで。
まだまだあるんだから、紹介してくよ。

やっぱり時計台、以前より前に動いて

ないっすか？ （情・院　ふらわ）

吉田食堂の横に転がってるドラゴン

ボール、作ったん誰や？ （工・２　タケ）

折田先生像を作っているのは誰？ 

 （人環・院　松川）

α：いつのまにか動いちゃう時計台より
も、ドラゴンボールのほうをシンボル
にしちゃえば？

小：うーん、でも、折田先生像のほうが
有名だしな～。

「ミス京大」っているのですか？ 

 （法・３　青龍）

十人十色十人十色

小波（以下小）：さぁ、今月の十人十色
は「前々から気になっていたこと」で
す！ みんな、いろんなことが気にな
ってしょうがないみたいですね～。早
速紹介しましょう！

α波（以下α）：ちょっと待ったぁ！
なにあたしのこと忘れてるのよ。

小：え、誰？
α：私はみんなの心を癒すα波。よろし

くね～。
小：はぁ…。

何で京大生になると昼夜逆転するんだ

？ なぜ？

　 （法・１　アヴィニョンにおいでよ）

α：あ、それ、私も知りたい！ 最近、
寝るときに朝日がまぶしくってよく寝

られないのよ…。
小：えっ？ 寝てるの？

みんな土日、何してるん？

　　　　　　 （農・２　海レンジャー）

皆様の家での生活。 （法・２　綿菓子）

友人（男）はいつも豆腐を食べていま

す。なぜでしょう？

 （理・２　スマタポポピ）

α：みんな、他人のプライベートに興味
津々だなぁ。そんなに気になるもんな
の？

小：いや、むしろあなたの私生活のほう
が気になる…。

「前々から　
      気になっていたこと」



前のペンネーム忘れました。 （文・１　ボービリア）

⇒カウントされないのでご注意下さい。 （ボービリアさん１回目；編）

From Editors

小：「ミス京大」！ いるんだったら見
てみたい♪

α：「採点ミス・京大」だったらここに
いるけど。

小：えぇっ!?
α：小波が京大生になったのは教員のミ

スのおかげってことだよ。
小：そうだったんだ…。ショック。

一番すごい京大生てだれ。 

 （総・２　お嬢）

α：それはあなたです、小波さん。
小：いやみですか？（涙）

カンフォーラ前の池の亀とか魚の世話

は誰がしているのだろう。自生している

のか？ （文・２　カレッタ）

α：あの亀にはいつも癒されてます。
小：α波って、人を癒すとか言いつつあ

んまり癒してくれてないような…。

ドラマの「友情出演」の友情はどれだ

け深い友情なのか。 

 （総・４　雨を見くびるな）

α：それは多分、つっこんじゃダメなと
こだよ。

小：α波のこと？ それとも友情出演の
こと？

α：どっちも。

百人一首の蝉丸が唯一帽子をかぶって

いるワケ。 （工・１　からすまる）

α：彼だけは坊主の中でも特別なんだよ。
小：どういう風に？
α：それは…、秘密（笑）。
小：わざわざ隠すことないじゃん。

なぜ暴走族は、カタカナ語を漢字で書

くようになったのか？ 

 （文・１　宮沢喜一）

α：夜露死苦。
小：突然どうしたの？
α：初めにちゃんと挨拶してなかったこ

とを思い出したのよ。
小：一応、「よろしく～」って言ってた

じゃん。漢字で言ってみたかっただけ
でしょう？ ってかもうすぐ終わりだ
し。

こんなんいろいろ聞いてこたえてくれ

るんか。 （農・４　スインズ）

小：あ…、言われちゃった。
α：でもまあ、答えを知ったあとよりも

不思議に思ってる間のほうがわくわく
できて楽しかったりするよね。

小：それもそうだね。それではみなさん、
次号も十人十色をお楽しみに。

 

 

From Editors

▼早速夏バテしてます。最近常に眠い。
みなさんも気をつけましょう。 （天然水）
▼この号が出る頃には梅雨も終わってい
るはず。今年は海に行きたいなあ。
 （ぱりぽり）
▼もうすぐ夏休み。いくつになっても夏
休みは楽しみですね。今年は北海道にで
も行きたいなぁ。
 （まずはいっぱい稼がないと；じゃん）
▼空梅雨のおかげで６月半ばにて日焼け
で皮むけました。夏先どりです。
 （アフター５）
▼心霊の取材は今までにないほど苛酷か
つ困難を極めたようです。貴船→AM２
時半集合、深泥池→PM８時集合、トン
ネル→AM５時集合。 
 （居眠り運転の方が怖かった；apis）
▼実は怖いの苦手なんです。 （wisteria）
▼皆さん京都にはもう慣れたでしょう
か？ 私は日々迷いまくっています。方
向音痴は辛い…。 （♭）
▼今月のらいふすてーじはいかがでした
か？ 皆さんの読者カードに期待してい
ます。 （天使）
▼なんか暑寒いし…。 （shiloann）
▼自分にとって６月は波瀾万丈の１ヶ月
でした。人生初の天国と地獄を見ました。
 （７月は穏やかに過ごしたい；迷い猫）
▼今回オンバリュー券の他に、プリンス
トン社提供のフラッシュメモリを読者の
皆様にプレゼント！ 詳細は読者カード
隣のクーポン券のところを見てね！

「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。

また下記の URL でバックナンバーを公開

しています。

lifestage@s-coop.net

 http://www.s-coop.net/lifestage/

あん
なこ
と

こん
なこ
と今だから言える！

～11月号　十人十色お題～

や

■職質されました
■宇宙人に会いました
■実はお人形遊びが好きだった
■台風一過を台風ファミリーだと思っていた

当時は口に出せなかったけど今なら…
ってことありませんか？ 皆さんの告白大募集！

…などなんでもOK！ 待ってます。


