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新入生（以下、新）：先輩、もう新歓の
時期は終わりかけ。なのに我が「ライ
フステージ研究会」には、新入生は僕
しかいませんよ。どうするんですか？

上回生（以下、上）：慌てなさんな。『よ
くわかる新入生の見分け方（改訂版）』
を参考にしてこれから追い上げをかけ
るぞ。どれどれ。

ランドセルが新しい

� （法・２　ちくき）

 
上：ピッカピカの１年生！ やはりラ

ンドセルは新入生の代名詞だもんな。
……って、いるかー！

新：（ノ、ノリツッコミ!?）

舐めてみて、甘かったら新入生　

しょっぱかったら留年生

� （工・４　スケ対）

上：本当かどうか試してみよう！ 失礼。
新：先輩っ、何するんですか。放せっ！
上：よいではないか、よいではないか～。
新：（ダメだこいつ、早く何とかしない

と……）

《しばらくお待ち下さい》

上：イテテ。いきなり殴りかかってきや
がって！……ん、血が出てる。なめて
おこう。（ペロリ）……しょっぱい！

一限が8:45からだと思っている� �

� （教・１　ふぃぎゅ）

上：アッハッハッ！ バカじゃないの？
こんなこと信じている奴、新入生にも
いねーよ！ 大体、京大の授業は午後
からだっつーの。だっつーの。だっつーの。

麻雀が打てない�（理・４　Lunar�Cat）

上：ちなみにお前は麻雀打てるの？ 
新：打てませんけど。
上：はぁー。いるんだよな、こういう新

入生。よく京大生になれたね、ホント。
何しに京大に来たんだ、って話。

新：先輩は何しに京大に来たんですか？
上：えっ……？
新：よく京大生になれましたね。

日光を浴びても灰にならない

� （薬・３　もみあげ石）

上：なんだとー！ 今の新入生は昼間も
行動できるだって？ 京大生は夜行性
動物のはずじゃ……。もしかして、新
入生とは京大生が進化した存在なのか
もしれないぞ。

新：先輩が退化したんじゃないですか？

肌の張り� （農・２　森）

鮮度がちがうよ� （理・２　ezo）

ぴっちぴち☆新鮮☆食べごろな感じ　�

� （法・１　夢みる妖精）

上：よっしゃー！ 新歓するぞー。鮮度

のいいぴっちぴちは、どこじゃ☆どこ
じゃ☆

新：完全にナンパっすね。

昭和を知らない� （理・３　あのこ）

新：今年度から現役生は平成生まれです
ね。

上：新入生の多くは昭和を知らないのか
……。東京五輪・オイルショック・鉄
腕アトム、あぁ、昭和が懐かしい。

新：先輩……、何歳っすか？

平成生まれって感じの空気を醸し出し

ている人　� （理・３　cactus）

平成の匂い　� （医・３　きな子）

上：逆に平成ってどんなのだ？ 白樺派・
米騒動・大正デモクラシーとかか？

新：それ大正っす。ていうか大正デモク
ラシーって……。ほら、昨年京大で収
録をしたドラマがあったじゃないです
か。

ガリレオの話で盛り上がっている。

� （工・３　ポキオ）

上：ハッハッハッ！ 新入生は、実にお
もしろい……！

新：先輩のほうが十分おもしろいっすよ。
上：ハッハッハッ……。

活気に満ちている�（農　１　大和人）

目が輝きに満ちている�（法・３　みつ）

まだ何かに疲れていない　

� （医・３　ドナルド）

上：新入生はまだ社会の辛さを知らない
んだろうな。大学生って意外と色々疲
れるんだぞ。

新：先輩といるだけですごく疲れるっす。

数人でまとまって行動

� （法・１　くろねこ）

上：新入生はこの時期まとまって行動し
ているよな。何かを警戒しているのか
な？

新：執拗な勧誘とか、あとは先輩みたい
な変態じゃないですか？

《……４時間後》

上：うーん、なかなかいい見分け方はな
いな。

新：次にいいのがなかったらもう諦めた
ほうがいいんじゃないですか？

新入生の方ですかって聞いたら首をタ

テに振る� （工・２　犬）

上：盲点！
新：盲点かよ！

▼らいふすてーじにも、容赦ない世代交
代の荒波が打ち寄せています。 （taken）
▼レキシが好きだからといって受験日本
史が好きなわけではありません。
 （私が愛したあなたは現社；Amy）
▼あんこの上にのった生クリームの紋様。
その心は……。
 （読者のみなさんへ愛を込めて；紫陽）
▼春エネルギー＋hanaのスイーツ－２
×人ごみ抵抗＝疎水踏破の喜び
 （分流walkの公式；鏡）
▼４回目の料理記事を担当しました。不
器用な僕ですが、試作を繰り返すうちに
ちょっとずつ調理に慣れてきた気がしま
す。……これはよい花婿修行。
 （早く婿に……；えむいち）
▼記事中に、わからないようにネタを仕
込むのが好きです。今回も好き勝手やら
せてもらいました。クロスって何気に自
由ですねー。
 （わかる人とかいるのかな？；TIGLA）
▼５月ですね。連休にはお弁当を持って
外へ出かけてみては？
　　　（でも私はおにぎり派；表紙担当）
▼天気のいい日は散歩、立ち読み、昼寝。
……それはともかく、勉強は学外でする
ものだと思う今日この頃。 （鴉）
▼↓に書いてありますが、「らいふすてー
じ」にはHPがあります。この度、管理
を引き継ぎました。やりたいことは……。
 （つづきはWebで；新Web担当）
▼ロケットで突き抜けました。（ダディ）

「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

十人十色
新入生の
見分け方

７月号のお題は

私が愛した
あなたは○○

など、皆さんの投稿をお待ちしています。

・私が愛したあなたは単位（Ａ群）
・私が愛したあなたは忍者
・私が愛したあなたはイ○バ、百人 
乗ってもダイジョーブ！

I've loved ○○...

　※所属・回生は投稿当時のものです。

From Editors

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：TIGLA）

２月号の当選者
正解：チョコレート

応募総数� 101名
正解者数� 99名

・安達　賢　様� （工・３）

・池端　桂一様� （理・１）

・岩井　顕　様� （工・４）

・後藤　茂文様� （文・３）

・下口　真一様� （農・１）

・住井　康宏様� （理・２）

・田中　真人様� （法・４）

・谷上　由城様� （医・２）

・松木　雄介様� （農・１）

・松田　雄介様� （工・４）
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夏目漱石、赤川次郎、シュレーディ

ンガー。関係ある動物は

心がひるむこと

豚や鶏などを揚げた料理

かぐや姫の出した難題のひとつ。

○○○○○の子安貝

「藍」の音読み

アレルギー源。ハウス○○○

キツいの逆

チャイコフスキーのバレエ音楽。

○○○○○人形

強風で手を乾かす、ジェット○○○

米国航空宇宙局の通称

切り裂きジャック。ジャック・ザ・

○○○○

蛍、大王、槍などがいる

ヨーロッパの花の都

太平洋にあった、幻の○○大陸

１．

４．

６．

８．

９．

12．

14．

15．

17．

19．

21．

22．

24．

25．

熱エネルギーを仕事に変換する機関

元素記号はFe

ガソリンなどを扱える資格のひとつ。

危険物○○種第４類

「灰汁」。なんて読む？

文章中のひとまとまり

キャベツじゃないよ

物をしまっておくための建物

ローマ神話の月の女神

相手の注意を引きつける人や物

遠距離を爆撃するための兵器。誘導

弾

兎が住んでるらしいよ

父親

疑われるようなことはするなと。「○

○に冠を整
ただ

さず」

動物を育成する職業の人

・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。� （５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

※所属・回生は当時のものです。
※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。

俺ははみ出ねえ!!� （理・１　匿名）
　⇒口ほどにもない奴。� （またつまらぬものを斬ってしまった；編）

いつもこのペンネーム使ってますが、これって何の薬でしたっけ？� （工・３　タミフル）
⇒さぁ……５月病の薬とかじゃないですか？ 気持ちの沈んだときに……。� （やめて（汗）；編）


