
吉田くん（以下、吉）：ついに憧れの京
大生活がスタートかあ。よーし、大学
生になったからにはサークルに入って
彼女を作って、ばんばんバイトしてお
金を貯めて海外旅行に行って……。
賀茂先輩（以下、賀）：フフ、今は夢いっ
ぱいね。
吉：あ、あなたは高校の部活の先輩だっ
た賀茂先輩！
賀：吉田くん、欲張りすぎると後々辛く
なるかもよ。今回の十人十色「忘れて
しまった初心」の投稿を見てみて。

部活も、バイトも、単位も、恋愛も！

 （薬・２　ぴえり）

吉：この中の１つくらいは実現したんで
すかね。
賀：数打ちゃ当たる戦法ってことかしら。
けど、結局は優先順位をつけなきゃい

けないでしょ？ 吉田くんの最優先事
項は何？

吉：えー、やっぱり彼女、ですかね！
大学生になったからには彼女の２人や
３人くらい欲しいですよ。合コン楽し
みだなあ。

リア充になる （理・２　しゃち）

リア充になる （文・３　協）

リア充になる （工・４　ベル）

吉：これは……っ。
賀：「恋人を作る」という初心の投稿は
他にも多くあったよ。とは言っても幸
いにして京大は共学だし、がんばれば
できないこともないんじゃないかな。

吉：賀茂先輩は彼氏いるんですか？
賀：……チッ。

吉：すみませんでした。

毎日自炊をし、１週間に１回は掃除を

する （総・３　きなこもち）

吉：家事をがんばりたかったという投稿
ですね。自炊は楽しそうだけど続けら
れそうにないです。

賀：たまにしか料理しないと、下宿先の
冷蔵庫に賞味期限３ヵ月切れの卵が
入ってたりするよね。あれほんと困る。

吉：先輩すさまじいですね。

10年日記をつける （法・３　うめ）

吉：自炊が三日坊主な僕たちには難しい
話です。

賀：実現できたら読み返すのが楽しそう
ね。恥ずかしくて残念な黒歴史も書い
てありそうだけど。

午前中に起きる （法・２　せらまよ）

吉：大学生は朝起きられないってよく聞
きますけど、本当なんですか？ 目覚
まし時計や携帯のアラーム機能が発達
した今の時代に、寝坊してテストを欠
席するなんて信じられないんですが。

賀：そう思っていた時期が私にもありま

した。
吉：高校時代は無遅刻無欠席、成績優秀
の優等生だった先輩に何が……。京大
はそんなに恐ろしいところなんです
か？

賀：まあ、ただの怠慢だけどね。

母さんのお腹から出たばかりのころの

あの無邪気なこころ （工・３　正月太り）

賀：睡眠欲のおもむくままに寝る今の私
の心は、ある意味無邪気な赤ん坊の心
に近いのかもしれないね。

吉：あくまで「ある意味」ですけどね。

一匹狼でいく （経・１　ZDP）

吉：「べっ、別にあんたたちと仲良くな
りたくなんかないんだからね！」みた
いな？

賀：どこのツンデレよ。

えんぴつを正しく持つ

 （工・３　ナルヤ）

吉：これは、簡単なように思えて実は難
しい目標ですね。

賀：簡単なようで難しいといったら、こ
んなのもあるわよ。

腹筋を０から１にすること

 （農・４　ちょこ）

吉：なるほど。回数にしてわずか１回の
差、しかしやるかやらないか、有か無
かという大きな違い。考えさせられる
内容ですね。

賀：でも、結局この人は初心を貫けなかっ
たのね。

吉：うっ。辛いなあ。

オレンジデイズみたいなキャンパスラ

イフ （工・４　森のくまさん）

吉：こちらは打って変わってロマンチス
ト。けどわかるよ。やっぱりなあ、大
学生活に夢見ちゃうよなあ。

賀：夢でいいの？
吉：え？
賀：吉田くん。君の抱いてる初心、夢で
終わらせちゃうの？ そのままじゃ本
当に「忘れてしまった初心」になっちゃ
うよ？

吉：先輩……！
賀：吉田くん……！ そんなあなたにオ
ススメする初心はこちら！

らいふすてーじ毎回投稿

 （文・院　夏太郎）

賀：こちらの初心を貫徹するのにかかる
お値段はなんと無料！ 生協各店舗で
毎月手に取るだけのお手軽な初心と
なっておりまーす！

吉：回し者かよ！

▼うぁあああああああぁぁあぁああああ 
 （もう春休みが終わっちゃう；くじら）
▼四月馬鹿 （幻のクロスの答え；黒みつ）
▼小学校のころ、私のメダカだけやたら寿命が短
かった。 （水は換えたし、エサもやったのに；漆）
▼不健康な生活からの脱却！ （ようやく；紅梅）
▼日帰りでもよいので旅行に行きたい今日このご
ろです。山口に行って生まれて一度も食べたこと
のないフグを食べることを夢見ています。
 （お金はない；うむ）
▼四季折々の花、美しきかな。
 （日本に生まれてよかった；飛燕）
▼京都は春の桜と秋の紅葉と美味しい銘菓子。
 （老松のわらびもちとか食ってみたい；晩犬）
▼なんで私は自ら仕事を増やしたのだろう……。
 （今月は２つ担当；ぼたん）
▼３月にニューアルバムが発売されたのにデ
ビューアルバムの紹介。でも素敵なので是非この
機会に聞いてみてください。
 （企画論議が１月だったのです；かくたす）
▼また教科書を買う時期か。 （さらば諭吉；火狐）
▼らいふすてーじはホント100%でできています。
 （これが嘘だったりして；触媒）
▼入院しました。病院食まずい。
 （うん、しみてるしみてる；Yoshi-ji）
▼新入部員募集中。やる気ある人、がんばりたい
人、心のきれいな人。 （欲しい人材；編集長）

「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

６月号の十人十色のテーマは
「死ぬまでに言ってみたいセリフ」

・俺、この戦争が終わったら結婚するんだ

・タクシー、前の車を追ってくれ

・校長先生、カツラがずれてますよ

など、たくさんの投稿をお待ちしています。

From Editors

２月号の京都うろつきまわりんぐの記
事で、上賀茂神社片岡社の参拝時間が
誤っていました。正しくは5:30～17:00
です。お詫びして訂正いたします。
このようなミスが二度とないように努

めて参ります。今後とも「らいふすてー
じ」をよろしくお願いいたします。 

お詫びと訂正

※所属・回生は投稿当時のものです。

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：黒みつ）

１月号の当選者
正解：クリキントン

応募総数 146名
正解者数 145名

・上田　康彦様 （薬・５）

・小菅　雄平様 （農・４）

・白井　善晶様 （工・３）

・鈴木　裕貴様 （農・１）

・土井　裕晶様 （理・１）

・長谷　悠太様 （法・１）

・松尾　寛星様 （農・２）

・山口　聡子様 （医・１）

・吉田　翔一様 （教・２）

・脇坂　涼平様 （法・１）
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乙女座の１等星

夏目漱石の死因

死後、毎年供養を行う日

unifi cation

坂本龍馬の出身地

急に人気を集め注目された新人を比

喩した言葉。期待の○○○○。

関数y＝f(x)において、ｙがとる値の

範囲

中に何もなくて広々としていること

本を買うだけで少しも読まないこと

用途は分かれるが、燃料用ではガソ

リンとなる。また、税金が課される

繁華街や都心から外れたところ

綿製品の原料

「私は知っていた。」→「知っていた

よ、私は。」○○○法

これを使った料理は夏の京都名物
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Who are you？

2009年

大勢の中で一人際だって優れている

こと。花札の用語でもある

あやしいこと。○○○臭い

退院後にする、お見舞いに対するお

返し

雄と雌の一組

風を通して、新鮮な空気を送り込む

こと。○○○孔

職場などでの嫌がらせ。さまざまな

種類がある

○○○天を衝く

遺伝の研究で、メンデルが使用した

植物

ものごとが変化していく様子や過程

を天候にたとえた言葉

寝椅子を英語で言うと？

・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。

28

時計台に向かって敬礼！ （工・４　とりあえずビール）
⇒健康診断を受診する人は敬礼してもらえる可能性があるということですね。 （よーしお兄さんがんばっちゃうぞ；編）

若いのにいつも２階へエレベータ （理・１　節水）
⇒辛いのに負けじといつも階段へ （そして賢くエレベーターを使った友人に負ける；編）


