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（以下、美）：聞いてくださいよぉ。
あの子ったら、そのキムチを無理やり
私の鼻に……。

健
け ん じ

二（以下、健）：……どうでもいいけ
どさ、もう十色始まってるよ。

美：え!?　はうっ！　はっ、早く教えて
くださいよ～。恥かいたよぅ。うぅ、
もうお嫁もらえないぃ。

健：「行けない」の間違いだろ。もらっ
てどうするの？

美：健二くん鬼畜です！　悪魔です！
健：じゃあ、そろそろ始めようか。今月

のお題は「私の裏の顔」だね。
美：うぅ、無視ですか……。

こう見えて京大生

（農・２　ダァーラ）

実は私京大生なんです!!

（薬・１　iceman）

美：実は私も京大生なのです！
健：へぇー。
美：ちょっと、なんですか！　どうせ
「その頭でよく入れたよね。もう一回
高校に行ったほうがいいんじゃない
の？ って言うか中学か。見た目も中
学生にしかみえないしね」とか言いた
いんでしょう。……うぅ、酷いと思い
ます、そういう言い方って。

健：まだ何も言ってないけど。

クスの木� （理・２　ezo）

美：健二くん、健二くん。
健：なに？
美：あのぉ……、『クスの木』って、ど

んなのでしたっけ？
健：いやいやいや、京大のシンボルだか

ら。……やっぱりもう一回高校行った
ほうがいいかもね。

美：しっ、知ってたに決まってるじゃな
いですか。　ほら、アレです！　健二
くんを試したのですよ！

健：僕の何を!?

ミッキーの中の人

� （農・４　ふったん）

美：はいは～い！　私はミッキーなので
すよ～！

健：……。
美：うぅ、また無視ですか。しかし私は

めげないのです。「やぁ、僕ミッキー。
一緒に遊ばないかい？」

健：……。
美：放置ですか!?　楽しいですか!?
健：えーっと、次の投稿は……。
美：うぅ～。

キラ� （工・２　ぼっちゃん！）

美：『DEATH NOTE』ネタですよね。私
も大好きですよ。

健：あれっ？　意外と詳しいんだね。漫
画とか読まないと思ってたんだけど。

美：健二くんは分かってないですねぇ。
京大生として当然持っているべき教養
ですよ。

健：何か間違っている気が……。

十人十色

二重枠の文字を並
び替えて、ある言葉
を完成させてくださ
い。 （出題：VA）

６月号の当選者
正解：ケッコンシキ

応募総数 159名
正解者数 152名

・岡本　悠　様 （工・２）

・亀井　隆徳様 （理・３）

・川副　祐樹様 （農・４）

・後藤　茂文様 （文・３）

・篠田　安弘様 （理・院）

・丹羽　政雄様 （法・３）

・橋本　紘平様 （工・１）

・姫野　孝彰様 （農・１）

・宮本　理人様 （医・教）

・森下　雄平様 （農・２）
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色糸と漂白した糸で編んだ厚地

の綿布

刀の部品が由来、○○○○焼き

気の緩みのこと

海浜で合宿、○○○○学校

南極の海を泳ぐ鳥

セルシウスが考案した○○温度

ジークフリートが得た能力

意味は「おおやけ・朝廷・将軍」

森鴎外の小説

この世、人の世のこと

薄くタマネギを○○○○する

水面・水中に設置する爆弾

古語。「皇居のある所」の意味

邪魔が入り断念、○○が折れる
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15.

17.

19.

21.

23.

24.

25.

澱粉から麦芽糖への中間生成物

の総称。湖精

参議院議員は６年

瓶などの口をふさぐもの

明治時代の青森と岩手県の一部

常識をはるかに超えていること

夢喰いと言えば・・・

物事の状態を保つこと

犬も歩けば○○に当たる

英語で未婚女性の敬称

ある人に非常に良く似ている事

京都のこと

会社の下っ端、○○社員

サトイモの親芋の周りに出来る

澄み切って静かな心の状態

・読者カードに答えを書き、生協各店舗に
設置されている「ひとことPOST」にお
入れください。 （10月末まで）

・正解者の中から抽選で10名様に生協オン
バリュー券1,000円分を贈呈いたします。

タテのカギ ヨコのカギ

※オンバリュー券とは、生協のプリペイ
ドカードに加金できる券のことです。

※当選者の方にはオンバリュー券を直接
郵送させていただきます。
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単位のことを心配する必要がなければ、どんなにかいいだろう……。� （農・１　大和人）
⇒あったほうがいいと思って心配しているのはあなた自身です。� （すべては自分の意思；編）



超美人メイドの下僕

� （文・３　かっぱー）

健：マニアックなのが来たなあ……。
美：お帰りなさいませ、ご主人様！
健：メイドカフェってのが流行ってるら

しいけど、京都じゃ見かけないね。僕
が知らないだけかもしれないけど。

美：うぅ、また無視ですか。……私だん
だん無視されるのに慣れてきちゃいま
した。もう、責任とってください！

健：なんの責任だよ。

トイレの紙を三角に折っています

� （工・４　ひょっこり）

健：こんな感じで普段から気を使ってる
ことってある？

美：トイレの紙でですか？
健：あー、やっぱりいいや。君に聞いた

僕が悪かったよ。
美：な!?　失礼な！　私なんかトイレの

紙で折り鶴を折っちゃいますよ！
健：……それ、新しいジョーク？

細木数子

� （薬・１　スチールウール）

美：ナマで細木数子を見てみたいです！
いざ、細木数子探索 in 京大！

健：実際に京大内をうろついてたら、か
なり目立つと思うな。

美：ふぅむ、京大内で細木数子を見かけ
ない謎ですかぁ。……あっ、分かりま
したよ！　恐らく、京大に来るときは
化粧を落として……。

健：こらこら、その発言は色々と問題が
あるから。

愛読書は「らいふすてーじ」です

� （理・２　ポ）

美：健二くん、健二くん。
健：なに？
美：あのぉ……、『らいふすてーじ』っ

てどんなのでしたっけ？
健：いやいやいや、この雑誌のことだか

ら。……いっそもう一回中学行ったほ
うがいいかもね。というか行け。

美：しっ、知ってたに決まってるじゃな
いですか。　ほら、アレです！　健二
くんを試したのですよ！

健：……もうつっこむ気力もないよ。
美：健二くんは体力ないですねぇ。あっ、

ほら！　次の投稿で最後ですよ。

後頭部

� （薬・３　もみあげ石）

� （農・２　はなげ）

美：確かに！
健：それ、顔の裏だし。

▼パフェ食ってきまーす。 （えむいち）
▼言論に携わる人間としていい文章を書
いていきたいと思います。 （榴輝）
▼十色のテンションが大変なことになっ
ていますが、みなさん頑張ってついて来
てください。 （水無月）
▼お米と同じくらいそばやうどん、ラー
メンなんかも好きですよ。
 （バランスの良い食生活を；onion）
▼ルネのショーケースにあるパフェの方
が美味しそうに見えます。
 （写真はイメージです；表紙の人）
▼楽しい夏休みにしたかったです。
 　（何も聞くな；ダディ）
▼onionと同じく、ラーメン大好き、吉
田屋大好きな編集部員でした。
 （腹減った……；スペ砲）
▼懐ゲーですみません。反省はしている。
しかし後悔はしていない。 （TIGLA）
▼さつまいもをかぼちゃで代用してもお
いしいですよ☆ （鏡）
▼クロスワードよりも難しいパズルは、
私のPNなのは誰にもいえない秘密です。
 （まずは私が誰かから；VA）
▼生まれて初めて混浴に入りました。
20世紀のアフロディーテー様がたくさ
んいました。 （古き良き美しさ；taken）
▼この記事を書いている間がドライアイ
との戦いでした。 （目薬必須；米）
▼きれいなパフェにはご注意を。
 （着色料とか；パフェの人）
▼イラスト描くのが難しい……。 （黒兎）

「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ご記入の
上、生協各店舗に設置されている「ひと
ことPOST」にお寄せください。

下記のE-Mailアドレスでもご意見など
を受け付けております。ぜひご利用くだ
さい。

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

また、以下のURLにてバックナンバー、
編集部員の裏話、読者カードランキング
などを公開しております。

lifestage@s-coop.net

12月号の十人十色のテーマは……

サンタさん
・コンビニでアルバイト
・らいふすてーじ編集長
・京大総長

普段の

……など、皆様からの投稿お待ちしています。

阪急電車のアナウンスは、元放送部の私としてはうっとりする。� （農・２　はるっち）
⇒素人にはわからない良さがある……。� （岩石の世界も同じ；編）


