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負けた

宏之（以下、宏）：啓一、僕たちももう
２回生だね。新歓の時期だね。

啓一（以下、啓）：そうだよ。今年で新
入生を入れないと俺んとこのサークル
の存続が……。

宏：いきなり現実的だね。
啓：そういうお前は語学の単位は大丈夫
なのか？

宏：うっ……。まあ、それは置いといて。
今回のテーマは「新入生を見て負けた
と思ったこと」だよ。４月なのにテー
マがネガティブなのが気になるけど。

啓：希望に満ちあふれた投稿がたくさん
あるといいな。

宏：このテーマにそれを期待するのはど
うかと思うけど……。

目の輝き� （文・４　ひめいちご）

宏：僕も入りたての頃は目が輝いてたな。

こればかりは負けても仕方ないな。
啓：でも俺も最近友達から目がキラキラ
してるって言われたよ。……へっく
しょい！

宏：たぶんそれは花粉症で涙目になって
いるだけだよ。

やる気� （文・１　パン）

熱意� （工・院　ochan's�11）

啓：たしかに去年の今頃はやる気で満ち
てたな。

宏：週25コマ全部登録したりね。あの
ときは「自分なら全部余裕で出席でき
る」とか思っていたよ。ま、２ヵ月く
らいでどうでもよくなってあきらめた
けどね。

啓：ほんとにダメ人間だな。

宏：え、何か言った？

食堂に行く頻度� （理・２　みぃ）

啓：確かに俺は２限がクラス指定科目
だったから、終わるとよくクラスの友
達と食堂に行ってたな。

宏：でもだんだん２限に出なくなって、
それと同時に食堂にも行かなくなるん
だよね。

啓：そういやお前の語学は２限だったな。
そんなんだから語学が……。

宏：ほ、ほっといてよ。

学力� （総・４　カツどん）

啓：いくら京大が自由だからと言って怠
けすぎると、高校生の時より頭が悪く
なるぞ。なっ、宏之？

宏：もう勉強の話はいいでしょ。他の話
題はないのかよー。

啓：こんな投稿もあるぞ。

若々しさ� （工・３　オヨシ）

啓：今年にもなると入ってくるのはほと
んど平成生まれの人だからな。ついに
平成の時代だな。

宏：そうだね。でも「若々しさ」って精
神的な方の意味じゃなかったっけ？

啓：京大に入ると精神的に老けるってこ

とか。どれだけ残念なんだよ……。

先輩からの人気っぷり

� （農・２　ちょこ）

新歓でおごってもらえる

� （農・１　もみじおろし）

宏：そうだね。この時期は新歓が活発だ
し新入生はちやほやされるよね。

啓：夕食や飲み会でおごってもらえるの
はやっぱり魅力だよな。でもだからと
いって調子に乗りすぎると、

若さゆえの過ち� （経・２　高頭力）

啓：これで愛想を尽かされちゃうから気
をつけないとな。

宏：そういう先輩はもっと気をつけない
とね、啓一？ この前の飲み会でつぶ
れてたでしょ。

啓：き、気をつけます。

純粋さ� （理・２　fight）

汚れなき魂

� （経・１　恋するコウシちゃん）

宏：京大って変な人が多いからそれがう
つっちゃうんだよね。

啓：１年前は俺も純粋だったな。あの先
輩がいなかったら俺は……ってなんか

言ってて自分が残念に思えてきたよ。

髪の量� （工・３　す）

宏：レポートがたまってストレスがた
まってだんだん髪が……ってことなの
かな？

啓：なんか俺たち負けすぎだな。俺もう
どうでもよくなってきたよ。

宏：（まずい、啓一が自暴自棄になって
きた……）あ、でもこんな投稿もあるよ。

ありません� （経・４　コイケヤ）

啓：や、やっと希望に満ちあふれた投稿
が来た……。

宏：やっぱり上回生もポジティブに生き
ないとね。

啓：そうだな。よし、これから新歓頑張
るぞ。お前も留年しないように頑張れ
よ！

宏：だからほっといてよ。ってあれ？
まだ投稿が残ってるぞ。

すべて� （工・１　あぁぁ）

むしろ勝てるところがない

（理・２　御田鍬）

宏・啓：……もう帰ろうか。

▼最近、花粉症に悩んでいます。目の周り
が赤くなって、まるで突然変異したパンダ
のようです。これも重曹でどうにかならな
いか。� （いろいろ無茶；遊歩道）
▼初めて書いた記事にペンネームを書き忘
れたため、なんとなく今回の記事にもペン
ネームを入れづらくなってしまいました。
� （でもここには書く；Johnson）
▼今回の特集、並のうろつきまわりんぐよ
りもうろついた気がします。風邪と花粉症
のコンボに悩んでます。点鼻薬が効きづら
いのです。� （ズズーッ；VA）
▼今回のトースト、朝食に食べるのもいい
ですが、歯はしっかり磨きましょうね。
� （でないと大変なことに……；MI-KO）
▼「CAFÉ�COLLECTION」には大阪に姉妹
店の「café�NOESIS」があります。大阪へ
行く機会があれば、そちらにも行ってみて
ください。�（心斎橋駅の近くです；water）
▼新入生の皆さん、１年後に今回の十人十
色のような残念な上回生にならないように
しましょうね。
� （でも執筆者はすでに手遅れ；陸）
▼胃もたれの記事を執筆しましたが、実は
胃もたれになったことはありません。よく
胃がもたれている友達はいますが。�
� （彼女は胃薬常備です；ほくとぅ）
▼山芋は放っておいても育つし、生で食べ
られるから緊急食料として素晴らしい。
� （ということだそうです；亜子）
▼うららかな春、鴨川でのんびりするのも
いいですね。� （１人で；ナツメ）
▼編集部員募集中です。（興味のある人は
木曜日18:30～吉田食堂へGo；編集長）

▼新入生のみなさん、らいふすてーじ編集
部へぜひどうぞ！� （待ってます；remora）

「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

From Editors

十人十色

６月号の募集テーマは

・４年で卒業できないかもしれない

・新歓のときに新入生に間違えられない

・桂に男しかいない

� など、皆さんの投稿をお待ちしています。

新入生を見て

最近悩んでいること

※所属・回生は投稿当時のものです。

と思ったこと

二重枠の文字を並
び替えてある植物名
を完成させてくださ
い。（出題：えむいち）

１月号の当選者
正解：カマクラ

応募総数� 125名
正解者数� 120名

・梅沢　成之様� （工・３）

・大田　頼子様� （農・３）

・小梶　美幸様� （工・４）

・奥田　沙都里様� （農・２）

・奥村　直様� （理・１）

・鈴木　裕司様� （理・院）

・高橋　徳子様� （文・１）

・田村　信之様� （文・他）

・野瀬　太一郎様� （工・２）

・松岡　健二様� （工・３）
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４月１日の風習。この日は嘘をつい

ても許されます

社会や人のために役立つこと

指揮者が拍を刻んだり、演奏法を指

示するために使用する棒

下半身を覆うように使用する蓑
みの

ウサギが隠すと伝えられる卵。復活

祭で子供たちが探します

味噌を用いた魚の調理法の一つ。サ

バのものが代表的

秋田県北西部の都市。バスケット

ボールの強豪校があることで有名

『天空の城ラピュタ』のヒロイン

春は○○○と別れの季節

42.195km

つまらないもの。末等の景品など

懐かしい曲のこと。懐○○
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物質の三態のひとつ。liqと略す

ヨコ１が固まったもの

春は学習○○○が高まる季節

♪○○のスミレやレンゲのように～

アダム・スミスの著『諸国民の○○』

ギリシア神話に登場するクレタ島の

王。ゼウスとエウロペの子

借金にはつきもの

こっそり贈るもの。要するに賄賂

東欧の国。首都はブカレスト

法科大学院＝「○○スクール」

日光男体山の別名は○○○山

国際標準化機構の略称

晴れ、青、茜、梅雨、大といえば

死に途絶えること

24時間耐久レースで有名な都市

2011年に放送を終了します

・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。� （４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。

春休み～♪春休み～♪� （工・４　Ｄ平）
⇒確かにこの投稿を見たときは春休みでしたが……。� （でももうすでに終わってますよ；編）

クロスワードの形が点対称であることに初めて気づいた� （文・１　夏太郎）
⇒去年の４月からずっとです。これで１周年です。� （早く気付いて欲しかった……；編）


