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円
ま ろ ね

音（以下、円）：７月です！ 夏です！
恋の季節です！ でも長月先輩、円音
のまわりには出会いがないですよぅ！
みぎゃー！

長月先輩（以下、長）：落ち着くんだ円
音ちゃん。今回の十人十色はちょうど

「私が愛したあなたは○○」というテー
マだ。読者のみんなの恋愛事情を見て
いくといいよ。

円：らじゃーですっ！ どんな人がいる
のかな、わくわくっ！

ひらめいた時に頭上に電球が浮かぶ

� （文・３　migimagaruGT）

円：すごいです！ ぴかーん☆ですよ！
昔テレビで見たような人が実際にいる
なんて、さすが京大です！

長：……うん（あぁ、可愛い後輩を持っ
たなぁ）。

私が愛したあなたは

阿修羅をも凌駕する存在だ！

� （法・２　俺がガンダムだ）

円：すごいです！ 大恋愛ですよ!!　う
らやましいです！

長：うんうん。

関西弁をしゃべる宇宙人

� （理・３　ezo）

円：先輩、ついに宇宙人です！ コスモ
パワーです！

長：そうだね。

吸血鬼� （法・４　上海人形）

円：きゃあ！ 大学生活が毎日どきどき
ですね！

長：いろんな意味でね。

サイボーグ�

� （工・４　ルマンのソレイユ）

円：……はぁはぁ。さすが京大、みんな
すごすぎます……。

長：だいぶ人知を超えたね。
円：京大にはそんなすごい人もいるんで

すねぇ。
長：……まぁ、いるところにはいるん

じゃないかな。カオスだし。
円：他にはどんな人がいるんでしょう？
長：人っていうか、物なら多かったけど

ね。

２次元� （工・２　kokko）

２次元的存在� （農・２　ちょこ）

学園モノのゲームの女の子♡

� （工・２　トンボ）

VOCALOID� （農・３　おかぴー）

幻想世界の人� （理・１　ロゼ）

円：……うわぁ。
長：京大なんてそんなもんだよ。
円：えぅー。でもなんでみんな、２次元

が好きなんでしょう？

―  十人十色  ―

私が愛した　
あなたは○○

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：water）

５月号の当選者
正解：サツキバレ

応募総数� 134名
正解者数� 130名

・井手　満帆様� （工・１）

・大久保有唯様� （工・１）

・大野　慎平様� （農・２）

・北村　祐太様� （農・１）

・篠原　正季様� （工・１）

・中村　昌幸様� （理・２）

・松岡　健二様� （工・３）

・三登　一八様� （理・２）

・山口　辰久様� （情報・院）

・山下　侑吾様� （医・５）
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風を起こす円形の道具

女子の応援団員　○○ガール

草が群がり生えているところ

露骨でないようにすること�

陶器製・ガラス製の鈴　

織物などの模様

置いておくとパスするかも♪

男女一対の雛

将軍家・大臣家以上の公卿で、

大御所の子

悪臭で攻撃!!

「梨」の別名

木を伐るのに使う道具

たまや～♪

「馬頭」の読み方�
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深く積み貯えてある知識

豆乳ににがりを加えて固めた食品

ヒルガオ科の蔓性一年草

古来から最も広く栽培されている

繊維作物

村で行われる祭礼

ブナ科の落葉高木

葡萄酒

「馬酔木」の読み方

shaved��ice

沖縄の県庁所在地

東の空がわずかに明るくなるころ

追い払い、取りのけること

暑くなるとしたくなります☆

・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。� （７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。

食堂１コイン、らいふすてーじ  priceless……。 （教・１　グリコ）
⇒お金で買えるものはプリペイドカードで！ （お金で買えない価値がある；編）



長：そりゃあさぁ、３次元の場合、

彼氏持ち� （経・４　あ）

彼女持ち……

� （総・４　ひまそうじん）

長：……こんなことがあるからじゃない
かなぁ。

円：切実ですね。
長：それにね、やっぱりときめきが足り

ないよ。うん。
円：なっ、何言ってるんですか先輩!!　

メガネにスーツにマフラーにトレンチ
コート、真のときめきは３次元にこそ
存在するんですよ!?

長：ま、円音ちゃん……!?（しまった、
やばい子を後輩に持ってしまった）

2.5次元� （工・２　十川七海）

�

長：……このへんで、お互い妥協しよう
よ。

円：なんですか、2.5って。
長：特撮とか、そのへんじゃないかなぁ。
円：現実味にとぼしいです。
長：じゃあ、現実味あふれるこれならど

う？

私が愛したあなたは

「らいふすてーじ」の編集をしている。

� （工・院　スケ対）

円：先輩にはときめきません。
長：傷つかなくていいところで傷ついた

気がするよ。
円：落ち込まないでくださいよ先輩、あ、

ほら、こんなのもありますよ！

私� （理・２　風邪気味の武闘家）

わたし♡�（医・５　機関車トーマス）

長：なんだかんだで一番多かった投稿だ
ね。うん、ボクも自信を持とう。

円：お手軽ですね。

長：何か言った？ 円音ちゃん。
円：いーえっ、何も言ってませんよぅ。

ほらほら、次が最後の投稿ですよっ！
見てみましょう！

若かりしころの自分�（文・４　かっぱ）

長：……あぁ、あのころはまだ現実が見
えてたなぁ。

円：さっそく自信崩されてるじゃないで
すか。

長：うるさい。これから頑張ればいいん
だよ。

円：先輩、頑張ってくださいね。その点
円音は現実見えてますから！ メガネ
にスーツにマフラーにトレンチコート
に……。

長：……いや、むしろ本当に頑張るべき
なのは円音ちゃんなんじゃないかな。

▼いろいろとごめんなさい。もはや誰に
謝ればいいのかわかりません。
� （念願の初記事なのに；亜子）
▼愛を知らない奴が絵を描いてしまいま
した。�（先輩方の愛は偉大です；遊歩道）
▼流れる水のように、運命に身をゆだね
てはみだしていこうと思います。そこに
何が待ちかまえていようとも……。
� （夜の帳がはじまりを告げる；water）
▼なんか俺の階段のイラストが、謎の模
様にイラスト化けします……原因不明で
す……助けてください、記事中で化けて
たら許せ！
�（そんなイラストに500What's!?；黒兎）
▼クスノキ前の治安が心配です。
� （わりとせつじつに；aNa）
▼テストが終わったら花火大会に行きた
いです。
� （テストなんて嫌いだ；表紙担当）
▼「目から鱗」において、映画版アニメ
というジャンルは新境地なのです。
� （それでもやるのは愛故に；VA）
▼なんかいつもここに無意味なことばか
り書いてる気がするから今回は少しマジ
メに書く内容について考えようとか思っ
たりしたけどやっぱり面倒だしスペース
も足りないような気がしてきたからやめ
た方がいいかなと思ったがよく見たらこ
の文章がかなり読みにくいことに気がつ
いた今日この頃はそろそろ夏本番なのか
なとかなんとか。� （うぬ～；鴉）
▼あつい� （TIGLA）

「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

11月号の募集テーマは

2008年、秋
私の○○が
変わります

・時間割
・DNA構成
・メガネにスーツに（略）など、個性あふれる投稿をお待ちしております。

無気力、無欠席 （理・１　赤みかん）
⇒睡眠学習ですね、わかります。 （昨日は１､２､３限寝ましたよ；編）
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