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教授（以下、石）：新入生諸君、入
学おめでとう。

大
おおあま

甘教授（以下、甘）：おめでとう。
似
え せ

非教授（以下、非）：ありがとう。
甘：違うでしょっ！
石：諸君、京都大学に入ったからには、

勉学に勤しみ、書物を読み、充実した
大学生活を……。

非：大学生なんて適当にやってればいい
んですよ、京都大学は自由なんだから。

甘：……はい、今回の十人十色のお題は
「私の聞いた教授の名言」です。京大
の教授はどんな名言を残しているのか。

単位はあげるから授業に来ないでくだ

さい （農・他　匿名希望）

年が明けてからも授業やるなんて伝統

に反する （文・２　でんぷん）

来てない友達の分も書いてあげて

 （工・２　あああ）

試験当日はみんなで話し合って解きま

しょう。私も加わります。

 （農・３　ちょこ）

甘：今回はこのテの投稿が多かったです
ね。教授のゆるさをよく表している。

非：いやあ、京大の教授はすばらしい
なぁ。特に最後の教授は神だ。

甘：「担当教授持ち込み可」ですね。
石：なんだこれは、どいつもこいつもだ

らしない奴らばかりだ。もっと厳しく
教育しなければ……。

えっと……ちょっとわからなくなりま

したが、ここはこうなるので各自でやっ

ておいてください

 （工・１　クシャル村の虫捕大名）

非：あっはっは。
甘：あっはっは。
石：教育者たるもの、こんな体たらくで

は話にならん。こういう不勉強な教授
は即刻淘汰すべき……。

おい、マージャンやるやついねぇか？

 （工・２　がうす）

甘：これで４人揃いましたね。
非：レートはどうする？
石：おい、４人ってどういうことだ？
甘：この教授と、僕と、似非くんと、そ

れから石頭教授です。
石：くだらん！ ワシは麻雀などやった

こともないし、やるつもりもない！
君たちだって、いやしくも大学教授だ、
麻雀などもう忘れたまえ！

非：いや、僕は今でも週１で雀荘に行っ
てますよ。

甘：学生時代からの娯楽です。

お金もらってるからね、しゃあなしで

やってるだけですわ 

 （工・２　トンカツ）

大学教授ほどおいしい職業はありませ

ん （工・２　風霊守）

非：本音出ちゃったね。
甘：本音出ちゃいましたね。
非：酒の席ならともかく、よりによって

授業中に出ちゃったね。
石：なんということだ！ お金のためだ

けに大学教授をやっているなんてけし
からん！ 真理の追究というもっと純
粋で崇高な目的があるだろうが。まっ
たく、今回の投稿には本当にがっかり
だ。もっとまともな名言はないのか!?

ａは０に近づく。ｘはｙに近づく。男

は女に近づく。 （総・３　kokko）

非：これはよくわからない発言だな。
甘：ストーカーのことを表しているので

しょうが、意図が不明ですね。
非：これ言った教授、自分で「面白い」

と思ったのかなぁ。
甘：さぁ……あれ、今回は石頭教授のコ

メントがありませんね。

なめているアメが小さくなったので、

かみくだく間授業を中断いたします

 （文・３　ぴんターボ）

甘：アメをなめながら授業をやっていら
したんですね。

非：確かに、誤って吐き出してしまった
らカッコ悪いからな。適切な判断だ。

甘：……今回も石頭教授はノーコメント
ですか。石頭教授、石頭教授ー。

みなさん落とされたって言いますけど

ね、我々教員は、とんでるのを落とすよ

うなことはできません。はじめっからと

んでいないんです。 （総・３　マサ）

岐路に立った時は、しんどい方の道を

選べ！ （工・職　リサイクル）

石：これだこれだ、こういうのをワシは
待っていたんだ。

甘：おやおや、石頭教授が突然元気にな
りましたね。

石：「教授の名言」というからには、こ
のような含蓄のある、学生が元気にな
る発言がふさわしい。どうだね、他に
このテの投稿はないかね？

甘：わかりました、探してみます。

甘：ありませんでした。
非：はい、以上でーす。
甘：……あれ、石頭教授、顔色がよくな

いですよ。気分でも悪いんですか？
非：まあいいじゃないか、ほっとけば。

ともあれ、新入生のみなさんは授業に
もちゃんと出て、充実した大学生活を
送ってくださいね。

僕が１回生の頃は授業なんて出なかっ

たよ （薬・１　ぴえり）

甘：いや、最後にこれはマズイでしょ！

▼この４月号で引退です。今まで記事を
読んでくださった読者のみなさん、そし
て通算５回の共同執筆に協力してくれた
編集部員のみなさん、本当にありがとう
ございました。
 （まさかの十色再び；remora）
▼って何勝手に引退してるんですか。こ
れからもバリバリ記事を書いてもらいま
すよ。 （副編集長）
▼春ですね。それはそうとタスク管理が
できません。                                （うむ）
▼京大に来て１年、昨年度は力量不足で
妥協してばかりでした。それでも大丈夫
だったので、今年度はもっと手を抜いて
いきたいと思います。 （しろろ）
▼先月２つのドラマに涙の惜別をした
ので、今月は新しいドラマを探します。
 （その前にテレビ買わなきゃ；箱民）
▼『ぼくらの』11巻のおまけ小冊子の
とはいったいなんだったのか。
 （嫌いじゃないけど；Johnson）
▼USBメモリーは大切に扱いましょう。
 （大変な目に遭った；Yoshi-ji）
▼紹介したもの以外にも、「図録２割引」
や「学生特別会員」など、特典は盛りだ
くさん。さて、日本の文化に触れてきま
しょうか。 （緑茶の申し子；遊歩道）
▼宇治でのお昼ごはんは抹茶パフェでし
た。 （茶そばもおいしいですよね；色葉）
▼新入生の皆さんは４月はとりあえず遊
んだ方がいいと思うのです。
　　（友達作りは最初が肝心；かくたす）

「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

※所属・回生は投稿当時のものです。

…
…
…

６月号のテーマは……

・酒と、タバコと、ときどきパチンコ
・青春は最初からなかった
・大事なところでいつもかむ

人生の
サブタイトル

など、たくさんの投稿をお待ちしております。

眠いので

帰ります

二重枠の文字を並
び替えて花の名前を
完成させてください。
 （出題：MOD）

１月号の当選者
正解：ジンギスカン

応募総数 123名
正解者数 115名

・赤澤　壮太様 （薬・２）

・狩野　明彦様 （薬・２）

・佐々木智昭様 （理・２）

・宗宮　伸弥様 （医・２）

・田中　健太様 （工・２）

・田中　貴将様 （工・２）

・長浦　佳祐様 （工・２）

・樋口　貴士様 （工・３）

・松本比呂起様 （農・院）

・湯本　一樹様 （農・１）

１．

２．

３．

５．

６．

10．

11．

12．

14．

19．

闇の中を手探りで探す様子から生ま

れた四字熟語

自分と他人

108を２２×３３と表わすことを○○○

○○分解という

ぷよぷよやテトリスが有名なゲーム

のジャンルを俗に

挙動不審な人を見かけたとき、警察

官が行うこと

歩くこと、移り変わりの意も

そのもの特有であること

元服する前の姿

天皇や皇帝の使い

○○仏、○○力、○○願

１．

４．

７．

８．

９．

10．

11．

13．

15．

16．

17．

18．

20．

21．

香りがよい葉・実が特徴の植物で生

協食堂のドレッシングにも

手を使って押すこと

床や壁に張る陶器などでできた板

とても長い年月「○○に八○○に」

今年２月27日に大地震が発生し、大

きな被害を受けた国

「結局」を意味する言葉。もともと

は連歌・連句の最後の句のこと

服装を意味する英単語

宇宙に放置されたままの人工物

雨だったり、縞だったり、替えたり

味噌○○、○○レツ、○○丼

めぐらせすぎると溺れるかも

親しい友人には不要

北海道で最も水揚げ量の多い漁港

コーラ、サイダー、ビールの共通点

・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。

32

2011年の目標はオンバリュー券をあてることです。 （農・修１　毎月楽しみにしてます）
⇒年内の当選をそんなに簡単にあきらめないでください。 （カン違いだといいのですが；編）

いつも思っていた疑問。この欄では何文字ぐらいはみだせるのか。ためしにかなり長く書いてみる。これが全部載ったら大したものだ。あ、
もちろん字の大きさはそのままで。さて、全部収まったのかな？ （総・１　Ti）
⇒収まりました！ （まだまだ余裕でした；編）


