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先輩（以下、先）：編集部に来るのも久
しぶりだな。後輩諸君、元気でやって
いるかな？

後輩（以下、後）：あ、お久しぶりです（あ
まりに久しぶりすぎてこの先輩の存在
忘れてた……）。今回の十人十色のお
題は「甘い一言」です。どうぞよろし
くお願いします。

先：さてさて、どんな甘い言葉が飛び出
すんだ？ ぐふっ、ぐふふふふふふふ
……。

後：先輩、笑いすぎです。

らいふすてーじって無料らしいよ

 （理・２　御田鍬）

らいふすてーじを読むと1,000円分の

オンバリュー券がもらえます

 （工・４　タミフル）

後：すばらしい投稿です。らいふすてー
じを手に取ってくれる人が増えそう。

先：ダメだダメだ。らいふすてーじが無
料なのは全世界の常識だ。それから、
オンバリュー券を得ることができるの
は、十人十色のページに載っているク
ロスワードに正解し、なおかつ抽選で
選ばれた者だけだ。誰でももらえるな
んて考えが甘すぎる。いや、甘くてい
いのか。

岩波書店15％割引フェア

 （理・３　敗者）

後：今回の投稿の中で異彩を放つ、真面
目な投稿です。勉強熱心な学生もいる
もんですね。

先：オレに言わせりゃ、これは異彩とい
うよりむしろ異臭を放ってる。こんな
キャンペーンが実施されたところでオ

レは本なんか買わん。どうせ15％引
きにするんだったらもっと……。

後：先輩、もういいです。

単位確実 （農・２　Ripp）

出席３回で単位がもらえる

 （工・院　おてち）

私は今期で最後ですから、よほどのこ

とがない限り単位は出します

 （理・２　果たして単位は）

後：予想通り、今回は楽勝科目について
の投稿が多かったです。

先：まったく、どいつもこいつもラクを
することばかり考えやがって。そんな
ことしてるとオレみたいに……。

後：先輩みたいに？
先：いや、なんでもない（まずい、口が滑っ

た）。そんなことより、もっとちゃん
とした投稿はないのか？ 今回のテー
マにぴったりの甘い言葉が見てみたい
のだが。

今、新生の息吹を購入するともれなく

もうひとつプレゼントします。

 （理・１　yutaka）

白玉あんみつ生クリーム付きチョコ

レートがけショートケーキパフェ

 （農・２　ちょこ）

後：どうです？ 甘いでしょう。
先：これは甘いというよりカラダに悪い。

過去のらいふすてーじでルネのパフェ
を調査したことがあったが、「新生の
息吹」は、えーと、確か……。

後：約1,600kcal、脂質77gだと言いた
いんですね？ 先輩、ちゃんと編集会
議に出てたんですか？

寝ているだけで時給3,000円

 （農・２　ボウズ）

あなたが払いすぎた税金をお返ししま

すのでATMに行ってください

 （経・４　あ）

　

後：金銭がらみの甘い言葉ですね。
先：こんな話絶対に信用してはいかん！

世の中そんなに甘いものではない！
後：なんか実感こもってるような気がす

るんですけど、先輩は騙されたことあ
るんですか？

先：そ、そんなことあるわけが……。
後：あったんですね。

大学生活は夢や希望に満ちている

 （工・２　kokko）

クリスマスイブにまで授業受けたくな 

いでしょう？ （by某教授方）

 （法・１　101頭の羊）

２月14日は女の子からチョコレート

がもらえる日 （教・３　taken）

先：これのどこが「甘い一言」だ!?　聞
けば聞くほどイライラする!!

後：……うすうす気づいてはいたんです
が、先輩はかなり残念な大学生活を
送ってるんですね。

先：うるさい！ それにしても今回の十
人十色は期待はずれだ。オレが期待し
てた「甘い一言」っていうのは例えば

All I need is you. 

 （理・２　カフェラッテ）

先：みたいなものなんだが。
後：残念ですが、このテの投稿へのコメ

ントは紙面の都合で省略します。
先：なんだと!?　スペースが足りないか

ら省略なんて異例の事態だぞ！ 編集
部員として甘すぎる！

後：私に言わせれば、こんな意味不明な
先輩の登場のほうが異例の事態です。
それより先輩、もう３限始まりますけ
ど試験受けなくて大丈夫なんですか？

先：あ!!　やべっ、語学の単位がぁ!!
後：先輩のほうがよっぽど甘い……。

▼表紙のココアは撮影後わたしがおいし
くいただきました。
 （転んでもただでは起きない；亜子）
▼「現実は無常である」― そもそも
現実は存在するのだろうか？ あれ、デ
ジャヴですね。 （10月号参照；遊歩道）
▼十人十色のテーマを募集する前に、
From Editorsを書いてくれる人を募集し
たい今日このごろ。みんな４行くらい書
いてほしいな。
 （スペースが埋まらない；aNa）
▼今回、自分の書いた記事にペンネーム
を載せるところがなかったものです。こ
んにちは平和太郎だよ。 
 （ペンネームのペンネーム；黒兎）
▼正月はクロスワードばかりやっていま
した。うまく反映されてるといいんです
けどね。 （解くと作るは大違い；蝸牛）
▼今月号のようかん、初めはういろうと
間違われました。
 （正式には蒸しようかんです；ナツメ）
▼記事を執筆するにあたって、様々な人
に助けて頂きました。応援団の方々をは
じめ、みなさんありがとうございます！
 （探偵君代理；クマノミ）
▼十色から引退 （最初で最後；remora）
▼
 （Ham）
▼インタビューでいろいろ話を聞いてた
ら、なんか物理とか勉強したくなってき
た。とりあえず特殊相対論とか面白そう
じゃね？ （我ながら病気；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

５月号の募集テーマは……

十人十色のテーマを
募集します

・こんなおみくじはいやだ
・紅白○○合戦
・2008年秋、私の○○が変わります

など、もしあなたが編集部員だったらやってみたいと思う
お題を、お待ちしています。

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：蝸牛）

12月号の当選者
正解：トシコシソバ

応募総数 134名
正解者数 126名

・上田　康彦様 （薬・３）

・小野　裕亮様 （法・４）

・金子　充孝様 （経・３）

・近藤　雄亮様 （農・院）

・高瀬恵三郎様 （工・２）

・高橋　良平様 （工・４）

・土月　文輝様 （文・１）

・松本比呂起様 （農・４）

・三登　一八様 （理・２）

・山本　梨絵様 （工・１）
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「我思う、ゆえに我あり」

「韮」なんて読む？

奈良のマスコットアニマル

警部を補佐する階級。巡査部長の

一つ上の階級でもある

床をくりぬいてつくる炉

本来は春分の前日の称

自由に通行することができる道路

のこと

ちりをはき集める道具

文章を書くこと

失敗の理由を説明すること。むや

みに行うと格好悪い

最近の主要航空機用エンジン

東京、ロンドン、パリ……

｢vocabulary」日本語では？

豊臣秀吉のあだ名となった動物
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24.

25.

衣服に用いられる丈夫な綿布

試験対策委員。略して？

卵の中身を守っている堅いもの

タロットで21番のカード

青森県と岩手県の一部の旧国名

理科の一分野。電磁気や運動の法

則を考える

李白と並ぶ詩聖

作法を心得ないこと

片目を閉じる合図

露出した地面のこと

踏まずにまたぐのがマナー

イノシシを家畜化すると

多人数が乗り込める車＝○○○車

紙幣のこと

明石市は○○○○135度に位置

女声の低い音域

・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。 （２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。

下宿したけど、寝坊する。 （農・２　矩形）
⇒下宿したので、寝坊する。 （誰も起こしてくれないんです；編）

何もせずに美味しいものを食べ続けていたいと最近よく思う。 （理・２　カフェラッテ）
⇒ただ太るだけですよ。 （夢は叶ったあとから本番です；編）


