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こたつに雪見だいふくの季節  （医・１　だいふく 　）
⇒折角の美しい四季の季節感を覆す革命的アイスですよね。 （冬用線香花火とかやりたい；編）

ひとりで　くろすわーどが　とけません!!　たすけて!! （工・３　甘党娘）
⇒そんなときは　こうさけびましょう!! （ぐーぐるせんせい!!；編）
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箆
へら

頭
ず

口
くちかず

和（以下、箆）：はじめまして。
今月の十人十色の進行を務めさせてい
ただきます箆頭口和です。本日は、

牧
まき

増
ます

代
よ

（以下、牧）：長い。
箆：君は無口すぎると思うけどなあ。

シロアリによる侵略 （法・４　心葉）

箆：ちょっと！　ペース速すぎるよ！　
まだお題すら発表してないよ!?

牧：「数の暴力を感じた瞬間」。
箆：まったく。足並み揃えて行くよ。そ

れはそうとシロアリと言えば、

シロアリ（羽あり）の大群に襲われた

とき。シロアリ：昆虫綱ゴキブリ目シロ

アリ科。巣から有翅の生殖虫が飛び出し

群飛する （理・院　ひぃ）

箆：この方がよく説明してるよね。

牧：今回のお題から考えてシロアリの説
明は不要。口数の暴力を感じる。

箆：せっかくの投稿にそこまで言うこと
ないだろ？　しかも僕が暴力振るって
るみたいな言い方はやめてくれよ。

牧：シロアリを引っ張るのが悪い。そし
てこんな投稿もある。

カズ君（本名カズヒラ）とケンカした

とき （工・１　エタスサーシャ）

牧：あなただけじゃない。和でなく数。
箆：つまり、文句言うなってことか。
牧：気にすることはない。
箆：そういう文言は省かないでほしいよ。

文字情報しかない読者の皆さんには君
の表情を読むことができないんだ。僕
が残念な奴だと思われるじゃないか

（君は無表情だけどさ）。
牧：あなたの悩みなど重要じゃない。

AKB，SKE，NMB…… (薬・２　ぱく)

経験社会学Ⅱの一回目の授業にでたと

き （総・１　Woo la la）

クロスワード正答者へのオンバリュー

券抽選 （理・４　真里音）

牧：これらの投稿が言うように、数が多
すぎると暴力を感じるということが重
要。

箆：僕は君のトゲの多さに早くも挫けそ
うだよ。

牧：それで、人数が多すぎるのが不快で
あることに関する見解は？

箆：（無視か……）そうだね、48人衆の
皆さんのことはよく知らないけど、数
が多過ぎれば嫌だよね。

牧：分かってくれてよかった。
篦：でも人気講義なら受ける価値もきっ

とあるのだろうし、ここだけの話、平
均約10回強の応募でクロスワード抽
選は当たるんだ。こんな投稿もあるぞ。

講義中に気づいたら、自分と教授の二

人きりになってた時 （工・３　アイルー）

49点で可だった友人。45点で不可だっ

た私 （工・３　甘党娘）

一人ぼっちで昼休みの時計台裏に（略）

 （総・４　kokko）

箆：数が少ないのが不快な例だ。大きな
数だけが暴力性を持つわけではない。

牧：努力不足の責任を数に求めるもので
はない。一対一授業の例にしても、要
は数が適切ならばいいということ。

箆：僕の口数は不適切なのか？　あのシ
ロアリの説明は不快なほど冗長だった
と言えようか！

牧：数々の投稿より優先して、まだシロ
アリを引っ張っているあたりが特に。

箆：がッ、ぐっあ……！　迂闊にも自ら
トゲに刺さりに行ってしまった……。

牧：減らず口にはせめてのトゲの多さで
対抗するもの。

百万遍の信号が青になった時。横断歩

道の中心でぶつかる様は、さながら関ヶ

原 （総・２　Ti）

牧：いい戦いだった。
箆：減らず口vs言葉の端に見え隠れする

トゲの戦いに充実感を感じられたって、
納得いかないものがあるよ。横断歩道
を渡る人だって、そんな戦いになぞら
えられるのはさぞ心外だろうな。

牧：数と数とのぶつかり合いを指摘した
投稿は他になかった。あれを関ヶ原と
形容する感性を評価するべき。

箆：平和な戦いだね。その話題なら、

微分積分 （農・３　たま）

高校の数学の授業についていけなく

なった時 （文・５　５回生）

箆：やってる人間だけが面白い白熱の戦
い、on机。僕はこっちも好きだな。

牧：数学を相手に拮抗した戦いをしてい
る投稿者はいない。少し見れば分かる。

箆：数学ってどうして不人気なんだろう
ね？　面白いよ？　いや本当に。

牧：良識ある数学屋は趣味を強く推した
りしないから、目立っていないだけ。

箆：……いい戦いだったって言ってくれ
たのに、まだそのトゲを収めてはくれ
ないのか。僕だって数学について怒涛
の口数で語るのを我慢したんだよ。

牧：あなたに、良識がないと言いたかっ
たのでは、ない……。

箆：（ションボリした!?）そのトゲは素
だったのか。それなら、語尾の堅さを
和らげる終助詞を使ってみることから
始めよう。君今回一度も使ってないよ。

牧：……あなたのような人がいるから、

世間一般の皆様は、京大生はどの教科

についてもマスターしていると、勘違い

していらっしゃる、ということ

 （文・４　GB）

牧：こんなことになるの。
箆：無駄だったね。

▼お正月は暖かい部屋でゴロゴロしなが
らテレビ鑑賞。
 （普段の生活と変わらない？；飛燕）
▼ショウガのチューブ使う派の多さに
びっくり。

（私は生のショウガが好きかな；黒みつ）
▼今年はがんばって自重したい。
 （だって……ねぇ。；lotus）
▼電子図書館ホームページでは他にもい
ろいろと貴重な画像が見られます
 （ぜひ一度ご覧あれ；紅梅）
▼流石にタイトルを十人1,677万色にす
ることはできませんでした。
 （らいふはモノクロですもんね；燐）
▼２つも記事を書くのは大変でした。

（書いたのは表紙とACADE見IC；くじら）
▼３つもお重を描くのは大変でした。

（描いたのは黒豆と数の子と色々；触媒）
▼水占みくじは家の水道でもできました。
 （私の家にも水霊がいるようです；晩犬）
▼水泳習ったことある人の多さに驚き。

（周りの人に聞いてみてください；L&P）
▼１年間ありがとうございました。
 （バイトでも始めます；しろろ）
▼84ヵ所中住吉大伴神社の雰囲気が一
番好きです。 （みなさんもぜひ；色葉）
▼僕が編集長として発行する最後のらい
ふです。楽しんでいただけたでしょうか。
 （異論は認めない；編集長）
▼傀儡政権崩壊が非常に残念です。 
 （真の権力者はこの私だ；副編集長）
▼ねぎらいシルブプレ。 （出稿担当）

「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

π =

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：lotus）

11月号の当選者
正解：カンシャサイ

応募総数 127名
正解者数 120名

・岩代　麻子様 （理・院）

・上田　喜彬様 （理・１）

・河村　信哉様 （工・４）

・川本　啓介様 （農・３）

・高橋まどか様 （総・２）

・田中洋太郎様 （農・１）

・増本　龍憲様 （法・４）

・松井　琢哉様 （工・３）

・松本　潮　様 （工・１）

・村上亜莉紗様 （薬・１）

1.

2.

3.

4.

5.

8.

10.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

20.

無精な人はこう言われる

サバナ気候ではこれと乾季がはっ

きり分かれている

左右の目で虹彩の色が異なること

親指が分離した二股の手袋のこと

直線→１、平面→２

英語ではF音になります

中国で行われた官僚登用試験

以前住んでいた場所

伊勢神宮に参拝すること

元素記号As。毒性が強い

3000年に一度花を開くとされるク

ワ科イチジク属の落葉高木

「walnut」を日本語にすると……

川が○○○する。○○○運転

８→タコ、10→○○

1.

3.

6.

7.

9.

11.

14.

17.

19.

20.

21.

22.

モンゴルはこう言われることも

参詣者が自分の吉凶を占うために

引くもの

○○下、○○並み、○○裏

電力を表す単位。記号はW

敏感の対義語

コランダムが鉄やチタンの不純物

イオンで変色した宝石

国会などの記名投票の際に反対の

意を表す票のこと

２つに割れて中から紙吹雪が散る

球状のもの

導線をらせん状に巻いたもの

前16世紀から前1023年まで続いた

古代中国王朝

善行の報いとして得た利益

亡き人の姿や絵などの尊敬語

・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。 （１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。


