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ヨコのカギタテのカギ

どーせまた当選しないんだろうな……。 （法・他　クロスワードを応援して10年）

⇒そのようですね……。 （今度こそ……!?；編）

対角線に現れる言葉
をお答えてください。
ヒント：今月号に関
係があります。

（出題：ロジオン・♭）

こう言うと犬が手を差し出してくれ
ます
邪馬台国の女帝といえばこの人
自信満々な態度。「○○○○を切る」
「勝つ」を英語で
昭和初期の造語。モダン・ガールの
略
自分よりすぐれた者を妬み嫉むこと
須佐之男命の娘。「須勢理毘売」
「風」の音読み
三陸や志摩が有名。○○○式海岸
忙しく働くことの形容
フランス風の栗の砂糖漬け
野球ではこれを踏まないと得点でき
ません

「この料理は○○○○でイマイチだ」
画家ゴッホの弟
穀物の一種。粟と並んで、身分の低
い人々の主食だった
四大文明の一つを生んだ中国第二の
大河
試験期に降ってくるもの
ピラミッドの中の棺桶を開けると出
てくるかも……!?
シナイ山で神から十戒を得たと言わ
れるヘブライ人の指導者
暴落の一途を辿るとある国の通貨
数の右肩に付記し累乗を示す数字
相手に気に入られるために売る物
ウェブサイトとウェブサイトを連結
するもの
美形好みの人のこと
和食には欠かせない調味料
和室の押し入れを開け閉めする
パンに入れたのは日本人が初
携帯電話を英語で言うと○○フォン

１月号の当選者
答：シンコキュウ
コキンシュウ

応募総数　　113名

正解者　　　103名

当選者　　　10名

・遠藤　求　様（理・院）

・川副　祐樹様（農・２）

・鱧谷　ゆき様（農・３）

・楠瀬　創　様（工・３）

・永井洋太郎様（工・１）

・仲座　方伯様（工・３）

・小林　家光様（経・３）

・金井塚信一様（法・４）

・宮田　喜孝様（法・２）

・筒井あづみ様（総・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。
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ロジオン（以下、ロ）：こんにちは。お
はようございます。今日は新入生のみ
なさんにメッセージをお伝えします。
me（以下、m）：あー、もう新入生じゃ
なくなっちゃうんかーショックー。新
入生生活よさらば！
ロ：いつまで新入生生活してたんです
か！
m：あたしはいつまでも初々しいのよ。
ロ：何でもいいですが今月のお題は『新
入生に期待すること』ですね。希望に
満ちた意見を「期待」することにしま
しょう。
m：残念！ そんなもんあるわけないや
んか。
ロ：こらこら、見てからじゃないとわか
らないでしょ。

賢くバカをやれ　 
 （経・４　ソウタロウ）

初志貫徹 （経・３　シュケッキ！）

運転手　 （工・２）

ロ：ほら、すごく希望に燃えているじゃ
ないですか？
m：紹介の仕方がちょっと……。
ロ：紹介して何ですが、運転手ってのは
何ですかね？
m：バカじゃないー？ 運転手さんです
よ。う・ん・て・ん・しゅ。君も半年
間ほどご苦労様でした。
ロ：……あ。
m：免許とるのも一長一短だってことだ
よね。

１回生になった～ら、友達100人で
きるかな～　 （工・１　のぶ太）

ｍ：100人ってさあ、多いのかな、少な
いのかな？

ロ：いや、私にはいませんからね。
m：わかるわかる（笑）。
ロ：何をおっしゃる。

来年あたり東大つぶそな 
 （工・２　タケ）

ロ：東大を意識してる京大生って何人い
るんでしょうね？　向こうからすれば
京大は地方大学の１つっていうのは本
当なんでしょうかね？

m：そんなんどうでもええやんか。次行
こ行こ。

新たな京大伝説を作ってください!!　 
 （ないとめあ）

黒髪を守り続けてください　 
 （理・４　テレしず）

社会の常識と言う枠組みにとらわれて
はいけません （法・１　かずきんまん）

ロ：身の回りに偉大な人はいますかね？
m：あたしのまわりはふつーな人ばっか
やけどね。

ロ：そーいや君は髪を染めてますよね？
m：ちょっとね。たしかに京大生ってこ
だわりで髪染めない人も多いよね。

ロ：そうそう、極めて深いコメントがあ

十人十色十人十色
※掲載学年は投稿当時のものです。



これって誰書いてるんすか？ （農・２　新星人）

⇒いろんな人が書いてますよ。 （まさに十人十色；編）

生まれ変わったら生まれ変わったら
６月号十人十色お題

・猿になりたい。
・俺になりたい★
・異性になりたい？
・コンパスになりたい！
・生まれ変わりたくない……。

 …などなど
たくさんの投稿をお待ちしてます！

何になりたい？何になりたい？

From Editors

★2004年度の読者掲載数ランキングを
発表致します。掲載数７回で「あつあげ
くん」「羽根ペン」「文１」のお三方が同
率１位となりました。お三方にはそれぞ
れ3000円分のオンバリュー券を進呈致
します。HPにて毎月読者掲載数ランキ
ングの更新を行っていますのでご覧くだ
さい。皆様の投稿をお待ちしております。
▼京大理容室を担当しましたが、とある
事情で編集部員がここで坊主になりまし
た。 （掲載できないのが残念；apis）
▼東京に取材に行って、ホットペッパー
を三冊（新宿・銀座・六本木）ゲットし
てきました。表紙が一種類じゃないのに
驚きです。それにしても３月号のホット
ペッパーの占いは当たりすぎてる。
 （最近ついてない；編）
▼千葉さんと白土さんはとても素敵でし
た。僕もあんな風にかっこいい先輩にな
れるといいな。（新歓が楽しみ；ぶっち）
▼今回『らいふすてーじ』に起こった革
命にあなたは気付きましたか？ 
 （多分気付いても喜べない；♭）
▼合格発表の場の熱気を初めて見ました。
すごいものですね。悲哀こもごもの物語
が展開されていました。 （豆腐）
▼遂に引退です。最後に有終の美を飾れ
たかな？ ではでは。 （yoshihira34）
▼とにもかくにも４月号。手に取ってく
れた新入生のみなさん、これからもどう
ぞ末永くお付き合いを。 （編集長）

りました。

そこのマジメ君、大学デビューなんて
する必要はない。俺たちの仲間になろう
ぜ　　 （文・１　全学イカ京総連会長）

m：イカ京ってあたしはやだなあ。うっ
とうしいやん。

ロ：何てことを言うんですか？ 京都大
学はこういう人々によって支えられて
るんです。

m：まあ、君もすれすれだもんね。
ロ：では、実生活面でのコメントについ
て見てみましょうか？

廃人になるんじゃないよ　
 （工・１　1024）

下宿にはちゃんと帰りましょう　
 （教・１　千葉国元首）

ロ：サークルに没頭してならまだ健康的
かもしれませんね。

m：あたしもあんま下宿に帰んないから
なあ。

ロ：あなたについてはわかりません。

「講義に出ないのが当たり前」文化を
復活させてほしい　 （教・２　ぴよ）

ロ：４月に教授が、「５月になったら人
が減りますから」なんて言ってました
けど、５月どころか６月になってもほ

とんど人が減った気配がしなかった。
m：え、みんな出席してたの。最初から
ほとんど出てなかったからわかんない。
ロ：まったくもう……。

キャンパスが混むので学校には来ない
でください　 （薬・３　ぴか）

私より若い子は入ってこないで下さい
　 （文・２　村藤春帆）

俺よりも単位多く取ったら許さん　 
 （Anonymous）

m：はい、わかりました。
ロ：何を言ってるんですか？ そういう
ことを言われても困りますね。みなさ
ん来てくださいよ。

はやく「京大はどんなところか」に気
づいてください　 （工・１　ぬべを）

ｍ：暗い意見多いなあ。
ロ：違いますよ。これは京大のすばらし
さに気付いてくださいってことですよ。
ｍ：無理しなくてええって。
ロ：もう終わりが近づいてきましたね。
ここでお別れは辛いですが……

世界にはばたけ （農・２　よーぐると）

ｍ：あたしまだしゃべってへんよ。
ロ：また今度お願いします。

「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。
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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2005年１月号に掲載さ
れたCross Wordに、答え
が２つありました。お詫び
いたします。
なお、『シンコキュウ』『コ
キンシュウ』どちらも正解
とした上で、オンバリュー
券当選者の抽選を行いまし
た。ご了承ください。
 らいふすてーじ編集部

お詫び


