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十人十色
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♭：みなさん明けましておめでとうござ
います！ さっそく今年最初の十人十
色を始めたいと思います。今回のテー
マは『こ…これだけはやめられない？』
ですね。

len&pres（以下、ｌ）：何でこのテーマ
になったの？ 新年関係ないし。

♭：そういえばそうですね。でも今更言
われても…。

ｌ：まぁいっか。じゃあ紹介しまーす。

お風呂につかりながらアイスクリーム

を食べる。 （文・１　ないとめあ）

甘くて美味しいデザート。 

 （薬・１　タンクトッパー）

１日チョコ１袋。 （文・２　村奥優志）

♭：やっぱり甘いものはやめられません
よね。

ｌ：僕もケーキ屋さん巡りやめられない
よ！

♭：あ、良いですね。誰と行ってるんで
すか？

ｌ：え、１人でだけど。
♭：…。

講義中の居眠り。

 （経・３　シュケッキ）

朝の日課、二度寝。 

 （理・２　燃えよ！ ドラゴンズ）

モーニングコールしてもらうこと。 

 （理・４　ランダム変換）

♭：睡眠ネタの投稿はかなり多かったで
す。

ｌ：みんな苦しめられてるみたいだね。
♭：でも、朝起こしてくれる人がいるっ

ていうのは良いですよね。len&presさ

んはどうなんですか？
ｌ：昨日夕方起きたら、着信履歴がすご

いことになってたけど。
♭：…せめて昼には起きてあげてくださ

い。

ネットサーフィン。 （薬・１　はるひ）

夜中の３時ごろから急に料理がしたく

なる（主に煮物）。で、空が明るくなる

ころまで料理。 （工・４　コンコルド）

♭：len&presさんもこんなことしてるか
ら朝起きられないんじゃないですか？

ｌ：うるさい！ ネットはネットでもネ
ットゲームだ！

♭：余計タチが悪い気が…。

人間。京大。 （理・１　Luman Cat）

ｌ：京大やめますか、それとも人間やめ
ますか？

♭：京大生は人間じゃいられないんです
か!?

ｌ：まぁ、進級出来るうちはやめられな
いよね。

♭：たとえ８回生になってもね。

十人十色十人十色
こ…これだけは

やめられない？

ヨコのカギタテのカギ

サンタさん、あと２単位下さい。 （理・４　通りすがりの清掃員）

　⇒さすがのサンタさんも単位ばかりは…頑張って下さいね。 （トナカイ；編）

　二重枠の文字を並
べ替えてある言葉を
完成させてください。
　 （出題：もりら）

11月号の当選者
答：モミジガリ

応募総数　 122名

正解者　   116名

当選者　　　　名

・西林　加織様（工・１）

・河合　裕士様（法・院）

・相川　光　様（工・１）

・吉武　惟一様（工・２）

・石崎麻里子様（文・１）

・田部井　優様（工・１）

・吉田健太郎様（工・４）

・鵜飼　賢　様（工・４）

・岩井　顕　様（工・１）

・西村　基　様（工・２）
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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。　（１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。

・

・

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８

９ 10

11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24

自分自身に暗示をかけること

上司の○○○○は絶対だ

回転を英語で言うと

水を多くして米を柔らかに炊い

たもの

集団から外れている人

←→乾季

ボールを打つ道具

○○○○型のガスコンロ

主人のお供をする人

作為の無いこと

年少の男子をあなどって言う語

妊婦さんを襲う吐き気

チョコ、飴、ケーキ等の総称

おばあちゃんの○○袋

カレーにつけて食べるインド発

の食べ物

１．

２．

３．

４．

５．

７．

８．

10．

12．

14．

16．

18．

20．

21．

22．

２．

３．

６．

８．

９．

11．

12．

13．

15．

17．

19．

21．

22．

23．

24．

四月は「エイプリル」、五月は？

空を英語で言ったら

女御の下の位

天空の城の名前

ふくらはぎとかかとの間の部分

「惟悦」の読みは？

現代の社会現象のこと

机上で書類等を処理する仕事

浴場で男専用の湯

四月は「うづき」、五月は？

強い憎しみ

ゴボ天でゴボウを包み込んでい

る食べ物

風の谷の女の子

宇宙人のこと

ココナッツミルクが採れる木



１月は行く、２月は去る、３月は去る、単位足りてる？ （工・２　タケ）

⇒ほっといてください…。 （足りてるとでも？；編）

From Editors

▼僕にはクリスマスも正月もありません
よ。ほんとほんと （ふぃ～る）
▼ン？ 何を言ってるの？ いまはまだ
後期始まったばかりの10月でしょ？
 （豆腐Ａ）
▼後期か…私の中ではとっくに終わって
ますよ。いろんな意味で…。 （蜜柑）
▼ファッション特集を担当させて頂きま
した。みなさん個性的なファッションを
してるだけあって個性的な方達ばかりで
した。 （取材は困難を極めました；apis）
▼下宿を始めました。自炊は楽しいけど、
掃除や皿洗いはめんどいです。掃除をな
るべくしないで済むように、ドライヤー
はゴミ箱の上でかけたり工夫してます。
 （掃除機欲しいけど金がない；天然水）
▼気分をすっきりさせたいときは思い切
って走るのが一番です。 （豆腐Ｂ）
▼今回は十人十色を書かせて頂きました。
テーマ募集はいよいよ４月号。まだ無に
新入生に熱い言葉を送ってくださいね。
 （そういえばそろそろセンター；♭）
▼ジブリクロスにしてみました。一見ジ
ブリとは関係が無いようで関係がある鍵
もあるんで探して下さい。 （とんぼ）
▼亀田さんに会いたい人はルネ麺コーナ
ーへ。 （取材楽しかった；ぶっち）
▼表紙を作るときはこっそり遊んでいま
す。12月号はクリスマスツリー。今回
は…。 （目がポイント；表紙の人）
▼新年です。 （今年で終わり；丸投げの人）

物事を先延ばしにすること。 

 （経・１　斜）

自主休講。 （工・２　チョビ）

♭：この辺はわかるなぁ。

睡眠薬。 （理・３　切手屋）

女にだまされて喜ぶのだけは、やめら

れん！ （工・１　ルジェカシス）

ｌ：この辺はわかりたくないなぁ。

彼女のお腹をつかむ。いやがられても

やめられない。 （農・４　たま。）

ｌ：女の子はいやがりそうだね。
♭：そういうことしてるとこうなります

よ。

浮気。 （文・３　ジャス子）

♭：これは載せて良かったんでしょうか。
ｌ：良いと思います。でもどこからが浮

気なんだろうね。
♭：この辺は？

女の子と話すと､やっぱりにやけてし

まう。やめられない。 （医・５　ニヤ西）

後ろ姿が可愛い子の正面に回ること

（大抵がっかりする）。

 （農・４　ＳＦＣ万歳）

きれいな人を目で追う。 

 （経・１　酒留ぴよ彦）

ｌ：セーフじゃない？
♭：でも他の人と話されるのも嫌って人

もいますよね。
ｌ：じゃあナンパも？
♭：ダメでしょ。てかしてるんですか？
ｌ：ふ…。

「らいふすてーじ」に投稿すること。

 （教・２　ぴよ）

月の始めに「らいふすてーじ」を読み

ます。 （農・２　ハタチ）

♭：ありがとうございます！ こういう
投稿があるから、「らいふすてーじ」
を作るのはやめられませんよね。

ｌ：まぁ僕はやめるけどね。
♭：あ、そうなんですか？ お疲れ様で

した。
ｌ：え、止めてよ。
♭：惜しい人をなくしたなぁ。というこ

とで皆さん次号もお楽しみに。
ｌ：ひどい…。僕もちゃんといますので、

どしどし投稿してくださいねー。  

「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/
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らいふすてーじ4月号十人十色お題

新入生に

たくさんの投稿をお待ちしております。

期待すること

＊せっかくだから長居してね。
＊僕と付き合ってください！
＊一緒に麻雀しましょう♪

＊ピュアでいてくださいね…。
＊うちのサークル見に来てね☆
 ……etc.


