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と思う瞬間

麗華（以下、麗）：さぁ、今月も十人十
色を始めますわよ。準備は良くて？

一：今回のテーマは「十人十色のテーマ
を募集します」だね。なんか変わった
テーマだよね。

麗：新しい試みですわ。張り切っていき
ましてよ。まず１通目！

え、ネタ切れしたんですか？

� （工・１　がうす）

一：うわぁ。
麗：何ですの、初っ端から失礼な！ せ

めて「テコ入れ」と言ってほしいとこ
ろですわ。

一：募集の段階で、こういう反応は予想
してたけどね……。でもまぁ、秀逸な
のがあれば、もしかしたら使わせても
らうかもね。

麗：次、次はどんな投稿ですの？

あなたが見つけた小さな幸せ

� （工・４　soleil.du.lemans）

生まれ変わったら、何になりたい？

� （経・１　ISDN）

一：こういうストレートなのはいいね。
麗：そうですわね。でも残念ですわ。こ

れらのテーマは過去に使ったみたいで
すの。らいふすてーじもなかなかに歴
史が長いですから。

一：じゃあバックナンバーの多さを生か
して、こんなのは？

あなたの好きならいふすてーじ　ベス

ト100� （理・１　yutaka）

麗：ちょっと、こんなのどうやって投稿
しろと言うんですの！

一：それ以前に、らいふを100種類も読

める人がなかなかいないよね。
麗：わかってるならここに出さない！

京大の隠れた名所

� （理・２　カフェラッテ）

京大が１日だけ○○になるよ

� （理・３　たいやき）

一：こんなの結構アリだと思うけど。
麗：１コ目はぜひお聞きしたいですわね。

２コ目はなんか「休み」みたいな投稿
ばっかり来そうな気がしますわ。

一：意外と京大をテーマにした回は過去
にあんまりないんだよね。

麗：灯台もと暮らしですわね。
一：「暗し」ね。はいこれ。

最近まで勘違いしていたこと

� （工・院　おてち２号）

麗：わ、わざとですわ！ わざと！
一：例えば他にも「東大路をトウダイジ

だと思ってた」とかね。
麗：ありそうですわね……。ほほほ……。

とっておきの一発ネタ

� （文・院　夏太郎）

麗：ハードル高っ！ さすがに無茶振り
が過ぎるのではありませんの？

一：きっと渾身のネタを投稿してくれる
勇者が現れるよ。

麗：もう少し読者が投稿しやすいのはあ
りませんの？

一：じゃあこんなのは？

試験で書いた珍解答

� （文・２　なしゃこ）

麗：これのどこが投稿しやすいんですの。
一：ほら、京大生なら珍解答の１つや２

つくらい、書いたことあるよ。
麗：どういう認識ですの。まぁあながち

ありえない話ではありませんけど。確
かに聞いてみたくはありますわね。

一：他にはこれとか？

今までに遭遇した珍現象

� （工・３　桂の住民）

麗：だからこれのどこが投稿しやすいん
ですの！

一：ほら、京大生なら珍現象の１つや２
つくらい、

麗：ありませんわ！ そんなもの、そう
そうあっては大問題ですわっ！ とい
うかさっきから何ですの「珍」ばっかり。

一：流れ的に、麗華がツッコミやすいか
と思って……。

麗：そんなよくわからない気遣いは無用

ですわ。

食べたことのある食べ物

� （農・１　牛皮）

麗：話題広すぎ！ どういう投稿を期待
すればいいんですの！

一：注文多いなぁ。もうスペース少ない
から適当にどんどんいくよ。

勝ち組の条件�（理・３　ピザポテト）

麗：ぜひ教えていただこうかしら。
一：本当に勝ち組がいればね。

恋人にしてほしくないこと

� （総・４　３分ワカメ）

麗：ある意味聞いてみたいですわね。
一：本当に恋人がいればね。

渚・ゴボウ・ターニングポイント

� （農・３　草食）

麗：全く訳がわかりませんわ！
一：自由だね……。次で最後だよ。

十人十色最終回�（総・４　カツどん）

麗：勝手に終わらせないで下さいまし！
というか投稿テーマの話はどこへ!?

一：面白かったからもういいじゃん。

▼恋愛だって勉強だってまずは健康でな
いと始まらないのですっ☆　青春は短い
んだから。いざ、共に野菜を食し勝利へ
の凱旋を!!　ヤー!!!!!!

（気合いが足りないぃぃっ!!!!；クマノミ）
▼最後になりましたが、お忙しいときに
取材に応じてくださった大島さんにお礼
申し上げます。みなさんも生協への「ひ
とこと」を投稿してみてくださいね。�
� （もちろん常識の範囲内で；遊歩道）
▼今回のクロスは、盤面にこだわってみ
ました。そのせいでカギがおろそかに
なってしまったのは……ごめんなさい。
� （私は米が好きなんです！；MI-KO）
▼最後の記事で趣味に走りました。今ま
でお世話になった編集部のみんな、家族、
友人、そして読者のみなさんに感謝です。
� （心を込めてありがとう；えむいち）
▼今月のらいふは日付が変わる前にでき
あがりました。
� （ただし30時間制；編集長）
▼参考までに書いておくと、執筆者はそ
れほど漢字が得意じゃありません。
� （自分のための記事？；remora）
▼記事の執筆中はずっとパソコンに向か
い合って座ったままだったので、脚がむ
くんでしまいました。
� （お風呂で戻りましたとも；こるぼ）
▼果たしてこれが引退記事になってしま
うのでしょうか。運が良ければ７月号で
お会いしましょう。� （十色担当）
▼やっぱここが落ち着く。� （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

※所属・回生は投稿当時のものです。

From Editors十人十色のテーマを募集します
５月号十人十

色

大人にならなきゃ
７月号のテーマは……

です。

・学年が上がったとき
・後輩ができたとき
・その後輩に諭されたとき

……など、さまざまな投稿を
お待ちしています。

あ、大人にならなきゃ

はじめ

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：MI-KO）

２月号の当選者
正解：ニジシケン

応募総数� 114名
正解者数� 112名

・岸田　奈弓様� （農・１）

・黒滝　啓介様� （理・３）

・佐藤　潤一様� （農・１）

・朱　　龍輝様� （工・３）

・中山　大輔様� （理・２）

・真鍋　和大様� （理・２）

・安井　裕紀様� （経・２）

・安井　亮平様� （工・１）

・安田　美幸様� （文・１）

・山中　美潮様� （人環・院）

・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

※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。

※回生・所属は応募当時のものです。
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ブラジルの旧首都の略称

お好み焼きにかける緑色の粉末

入浴の際に垢をこすり落とすこと

WWW＝ワールド○○○ウェブ

the�sixth�sense＝第六○○

貨物輸送に用いる大型の箱

「鱚」なんと読む？

英語でopposition

元素記号はＰ

シベリアや北アメリカなどに存在

する永久凍土のこと

息子の世阿弥とともに能を大成し

た人物

住居のこと

濃厚なうまみ

イカの足のこと
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⇔フロント

「灰汁」なんと読む？

長歌、短歌などを総称して

人口密度が２番目に高い都道府県

硬貨

競技場にある階段式の観覧席

cut�&�paste

マグロの缶詰のこと

試合開始時のメンバーのことを略

して

前年にとれた米

優勝チームの監督が宙を舞います

出る○○は打たれる

イタリアの旧通貨

「料理のさしすせそ」の「そ」に

あたる調味料

最近朝になると目覚まし時計が壊れるらしい。� （法・３　まっすー）
⇒それは「鳴らない」という解釈でよろしいですね？� （毎朝気づいたら殴り壊されてる、とかじゃなくて；編）

私は猫になりたい。� （工・院　Ｄ平）
⇒じゃあ一緒になりましょうか？� （……って違うか；編）


