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きつね（以下、き）：新年あけましてお
めでとうございます。2008年もまた
らいふすてーじをよろしくお願いしま
す。

たぬき（以下、た）：あけましておめで
とうございます。今年もらいふすてー
じを読んでください。

き：はいはい、早速投稿を見ていくよ。
た：まず、これやな。

十人十色に毎回載る 

 （工・３　タミフル）

た：新年一発目に載りましたね。これか
らも読者カードからどんどん十人十色
に応募してください！

き：こらこら、誌面を宣伝に使っちゃもっ
たいないで。スペースに限りがあるん
やから。

彼女をつくる（いない歴＝人生） 

 （理・４　Lunar Cat）

た：僕もほしいよー。お前もやろ。
き：えっ、普通におるし。
た：……!?　どないしたら彼女ができた

んや？　

１日３食 （理・４　あきのかおり）

ごみの分別をする。 （工・２　V）

き：こういう当たり前のことをすればえ
えねん。

た：そうか！ じゃ僕もこれからは……

登山をする 

 （工・２　ライフサイクル）

出家。 （医・４　エリック）

き：なんでやねん。これは当たり前のこ
とちゃうやろ。

た：じゃ、これはどう？

毎月らいふすてーじに投稿をする。 

 （理・３　Cactus）

き：あっ、それならええかな。……って
さっき誌面を宣伝に使うともったいな
いって言ったやろ。

た：えー。あかんの？

英語の勉強 （理・１　ばなな）

一限の授業に出る （法・４　影法師）

き：こういう真面目な投稿は、何か安心
した気持ちになるわ。

た：じゃ、これもやな。

テレフォンショッキングへの出演 

 （工・２　す）

き：明日来てくれるかな？
た：えっ、どこに……？
き：どう反応するべきかわかるもんやろ。

もうちょっと空気の読み方を勉強しな
さい。

た：いいともー。

十人十色
一年の計は元旦にあり

新年の抱負
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二重枠の文字を並
び替えてある言葉を
完成させてください。
 （出題：水無月）

11月号の当選者
正解：サツマイモ

応募総数 118名
正解者数 118名

・伊藤　圭司様 （工・４）

・上田　仁彦様 （理・２）

・北川　慶　様 （教・４）

・古賀　裕紀様 （総・１）

・清水　朝子様 （文・１）

・清水浩一郎様 （工・３）

・中西　洋嗣様 （薬・３）

・中本　武志様 （工・３）

・野村　拓真様 （農・２）

・山崎　信子様 （農・３）
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後ろの反対

来年の干支

隊列や順番の最後。最後尾

必要以外のもの。余り

これさえあれば宝クジが当たる!?

Na+、Al3+など。カチオン

鋸で木材をひいたときに出る木屑

うっかり忘れること

つまるところ。結局

ローマ皇帝の紋章は双頭の○○

重さの単位。1000匁(もんめ)

うわばみ。おろち

推測や予想に誤りがあること。見

込み違い。読み違い　

綸言(りんげん)○○の如し

ケンタウロスの下半身

256の４乗根
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夢野サリー、加賀美あつ子、木之

本桜、春風どれみ、高町なのは、

虹原いんく、水倉りすか

読売、毎日、日経、朝日

日本人の死亡原因第１位

その時々の気ままな思いつき。自

分勝手な考え

毎日変わる

マスオさんの妻の弟

「花より男子」のヒロイン。牧野○

○○

きっぱり諦めること

しばらくするとカサブタになる

ボキャブラリー

浅茅(あさじ)の生えている所

世間の経験を多く積み、物事の裏

表を知り抜いていて悪賢いこと

・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。 （１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。

自転車って疲れますね。 （農・１　大和人）
　⇒自転車から投稿が来るとは……。 （びっくりしました；編）



き：そこで!?

彼女を作る （工・１　ボブ）

た：これだけ切望しているのになんでだ
ろう？

き：できるときにはできる。焦らんでも
ええやん。まったく男目線な投稿ばっ
かりなんやから。

幸せになる （経・３　あ）

明るくなる （総・１　こうもり）

た：幸せなやつには僕の気持ちなんてわ
からへんのやろな。

き：そんな暗いから幸せも逃げていくん
やで。

た：自分の力で簡単に明るく幸せになる
ことができたら苦労せんよ。招き猫に
でもすがろうかな？

き：そんなことせんで、周りの可哀想な
猫を助けてやれや。

捨て猫の救済 （工・３　小西翔平）

た：捨て猫よりも僕を救済してくれ！
き：何言ってるんや。もっと前向きにな

らんか。
た：じゃ、明日にでも……

世界制覇　　 （法・１　ガンバ小阪）

た：これぐらいの野望は持たないと。
き：京大生はこれやからー。謙虚になる

ことも大事やで。

今年こそ大人になろう 

 （経・２　永遠のティーンエイジ）

き：こういった謙虚な姿勢でもって……

おねしょしないようにがんばる 

 （医・１　JK）

た：ここは謙虚に紙おむつで我慢したら
いいんじゃないかな。

き：なんでやねん。そこは諦めたらあか
んやろ！ まったく大学生にもなって。

（カワイイ）彼女作る。 

 （工・４　Java）

た：あー。
き：またか。まったく謙虚じゃないな。

そんなに飢えとるんやったら……

彼氏を作る （総・４　鈴木一平）

き：この人と付き合ったらええねん。男
やけど……。

た：いいともー。
き：ええんかい！　もうええわ。

▼お鍋に日本酒 （＝最強；onion）
▼お豆腐にポン酢 （初登場です；千）
▼読者カードに集計 （うぬうぬ；Amy）
▼寝不足に徹夜 （ぐはっ！；水無月）
▼石に興味 （変成岩大好き；榴輝）
▼東龍そばにニラ麻

マ ー ヨ

油 
 （本当に美味しいです；すえきち）
▼北野の天神さんには、昔から大変お世
話になっております。今の僕があるのも
天神さんのおかげです。
 （ぜひ後期の単位も……；えむいち）
▼恥辱に耐えて体を張りました。どうか
努力を感じてやってください。 （鏡）
▼取材中、チェバさんがいきなりタガロ
グ語を話し始めました。
 （引き出しが多いです；佐和）
▼今回の十人十色がどこか偏っているの
は執筆者が僕だから…… 
 （とは言わせへんで；スペ砲）
▼十人十色に関わっているときが一番楽
しかったです。ちなみに今年から編集長
になります。変わらず読んでくださいね。
 （実は記事を書いてない；新編集長）
▼まさかACADE見ICで壮大な恋愛ス
トーリーを書くとは思いませんでした。
 （いと美しき……；VA)
▼ついに顔と名前が載ってしまいました。
今年もらいふをよろしくです。
 （１月には交代しますが；編集長）
▼学内で編集長を見かけたら手を振りま
しょう。 （ダディ）
▼チェバさんの独壇場 （表紙担当）

「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

４月号の募集テーマは……

「ビラが○○に

なってま～す」

など、たくさんのご応募お待ちしております。

「ビラが○○に

なってま～す」 !?
試験問題 下敷き 私からの愛

例えば……

 

なかなか載らないのはペンネームが長いから？ （総・１　何となく黒に近いブルー）
⇒なかなか載らないのは…… （投稿がおもしろくないから；編）


