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秋奈（以下、秋）：後期が始まってもう
１ヶ月……。でも、前期のころとあま
り代わり映えしないわ。

冬樹（以下、冬）：こんな天気のいい日
に何言ってんだよ、秋奈！ 今月の
テーマは「2008年、秋　私の○○が
変わります」なんだから、みんなの京
大生らしい変わりっぷりを紹介しなが
ら、僕らも心機一転すればいいのさ！
まずはこれだな。

京大総長� （工・１　ウルウルB）

冬：10月１日から松本紘総長に代わっ
たんだ。

秋：尾池前総長、お疲れ様です。あなた
のことは忘れません。

冬：でも、じゃあ、あれはどうなるんだ
ろう？

総長カレー� （理・２　絶世界）

冬：ビーフカレーからハヤシライスに変
わったりして。

秋：安直極まる発想ね。そんなことをし
たら、総長カレーじゃなくて、総長ハ
ヤシになっちゃうじゃない！

冬：確かにそうだね。あぁ、カレーの話
をしてると、なんだかおなかがすいて
きたよ。秋奈、パフェでも食べに行か
ない？　　　　　　　　　　　　　　

秋：私、パフェは嫌い。どうせならラ・
トゥールのフルコースをおごって。

私の年の十の位�（農・２　かーたー）

冬：１から２に変わるんだね。
秋：いや、わからないわよ？ ２から３
という可能性もあるじゃない。

冬：えっ？ でも、まだ学部２回生なの

に……。
秋：社会人になった後に京大に入り直し
た人とか浪人しまくった人ならあり得
るわよ。

冬：後者の場合は10浪ってこと？

体型� （工・１　メロンパン）

おなかまわり� （情報・院　人魚）

使用するベルトのボタンの位置

� （工・院　おーちゃん）

冬：結局のところ、一番多い投稿はこれ
だったんだよ。食欲の秋だもんなぁ。
うん、気持ちはよくわかる。

秋：なるほど。だからそんなムーミンみ
たいなおなかをしているのね。

冬：ムーミン……。まあ、かわいいから
いいや。

秋：メタボだわ。
冬：うぐっ、メ、タ、ボ……。
秋：読者のみなさんは、メタボにならな
いよう、食べすぎには十分気をつけて
ね。

声� （工・４　かさぶた）

秋：この歳になって声変わり？ ずいぶ

ん遅いわね。
冬：いや、きっと風邪をひいて声をから
しちゃう、という意味だよ。最近ずい
ぶん寒くなってきたから。

秋：あなたが風邪をひくのはかまわない
けど、私にうつしたら許さないわよ！

冬：……気をつけます。
　
名字が変わります。そう、結婚するの

です。� � （工・２　おたえ）

秋：わぁ☆　学生結婚ね！
冬：おめでとうございます！
秋：あなたと奥さんとの愛が永遠に続く
よう祈ってるわ☆

冬：ねえ、秋奈、あっ、あのさ……。
秋：何よ？
冬：ぼっ、僕の花嫁になってくれないか
な？

秋：はぁ？ 何言ってるの？ 冗談言っ
てるヒマがあったら次にいくわよ！

冬：（見事に撃沈した……）

血液型� （総・４　caduqi）

秋：これはご両親の浮気が発覚、という
こと？ 何はともあれ、輸血される前
にわかってよかったわ。

冬：ほんとにね。でも、僕なら浮気なん
て絶対しないのになぁ。

秋：浮気以前にお嫁に来てくれる人はい
るの？

冬：……来てほしい人なら目の前にいる

けどね。
秋：全く、冗談が好きな人だこと。いい
加減にしなさい！ じゃあ次！

ＫＹ（空気読めない→空気読まない）

� （工・３　空戦の貴ハム子）

秋：解釈を変えて開き直ったのね。でも、
そんなことをしてると……、

　
存在感� （工・院　maty）

秋：存在感まで変わって、Ｋ（空気その
もの）になっちゃうわよ！

冬：僕の存在なんて、秋奈にとってはも
はや……。

財布� （工　Ｇ）

冬：……お金を払ってくれる財布でしか
ないのかも。おごらされてばっかだし。

秋：一人で何をぶつぶつ言ってるの？
あ～あ、みんなの投稿を読んでいると、
私も何か変えたくなってきたわ。

冬：何を変えるの？
秋：とりあえず、これかしら？

恋人� （法・２　ぽかり）

冬：へっ？
秋：この前素敵な人見つけたの。じゃあ
ね♪

冬：……あぁ、女心と秋の空。　　　　

▼中書島に行くには、京阪電車を使う方
が圧倒的に早い件について……
� （たまにはゆっくりも大事；MI-KO）
▼編集部内で一番くまがひどいのは実は
わたしだというもっぱらの噂です。
�（だからこその企画ですが……；亜子）
▼クロスの答えを「新

にいなめさい

嘗祭」にしようと
したら、苦情が殺到しました。秀逸な並
べ替えが量産されて……？
� （「目

め に い い な さ

にいいNASA」誕生；遊歩道）
▼カツカレーライスの写真が、実はチー
ズカツカレーライスだという噂……。
� （裏メニュー？；SHOP担当）
▼みんなにお世話になりました。もっと
パソコンと仲良くなりたいです……。
� （ほくとぅ）
▼高橋氏の記事は、私が企画しましたが、
えむいちの方が手間かけてくれました。
� （MVPってやつですよ；VA）
▼読者のみなさんの投稿にあれこれつっ
こませていただいた結果、一番変えるべ
きなのは執筆者だということに気づかさ
れました。2008年冬までには……。
� （私のセンスが変わります？；water）
▼自分が書いた文の誤植の多さには驚き
ました。
� （今度から気をつけます；すえきち）
▼「炬燵」を正しい書き順で書きましょ
うといいましたが……。
� （あ、記事中にないや；水無月）
▼記事をふたつ書くと……、
� （編集後記もふたつ；神無月）

「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

2008年、秋

私の○○が変わります

・末吉しか入っていないおみくじ
・１回1,000円のおみくじ
・おみくじがパズルになってま～す♪

など、みなさんの投稿をお待ちしています。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　   十人十色

※お詫びと訂正
先月号の特集「和算」の図形問題の問題文が間

違っていました。以下のように訂正するとともに
お詫び申し上げます。

誤：白円の直径を求めよ。
正：白円の半径を求めよ。

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：遊歩道）

７月号の当選者
正解：アマノガワ

応募総数 140名
正解者数 132名

・井上かおり様� （法・２）

・岡田　直緯様� （理・１）

・白木　里香様� （情報・院）

・土井　健志様� （工・院）

・前田　和沙様� （工・１）

・牧野　諒平様� （経・１）

・桝田　　萌様� （法・３）

・松村たまき様� （農・院）

・村上明日香様� （理・３）

・村上　典子様� （公共・院）
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・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。� （11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。

鳴かぬなら　鳴かせてみよう　ほと

とぎす

大洪水のとき方舟を作った人

「昔から今まで」を意味する語

秋の虫。「スイッチョ、スイッチョ」

と鳴く

爆薬の原料にも狭心症の薬にも用い

られる物質

霧ではないよ

マイクロソフトの開発者の名前は○

○・ゲイツ

好ましくない影響。とばっちり

ハンバーグなどに入っている香辛料

アマゾン、ミシシッピ、信濃

ハイド氏の正体は○○○博士

利己の対義語

亀の甲より○○○○○

芥川、こぶとり爺さん、酒呑童子

お歳暮の定番○○○○鮭

類は○○を呼ぶ

木星の第１衛星

ゴーシュが弾いていた楽器

都風。鄙
ひな

と対立する概念

愛媛の旧国名

スペイン語で月のこと

バネ・棒・天秤といえば

10倍であることを示す接頭語

○○占、○○説法、○○斬り

晩稲の対義語

nail�clippers

奈良といったらこの動物

旨味の素○○○○○酸

ついに京都を離れて山に帰ることになりました。� （法・４　冬眠だぬき）
⇒ついに講義を離れてベッドに帰ることになりました。� （睡魔には勝てませぬ；編）

� 　　　　　

単位が気になって仕方ないので旅に出ます。� （法・３　日本史マスター）
⇒単位よりも大切な何かは、あなたの近くにあるものですよ。� （私の場合は図書館の書庫にある；編）


