
お客さまの中にお医者様はおられますか？

２つで十分ですよ

野郎ども、やっちまえ！

先輩（以下、先）：やぁ、ワトソンくん。
村瀬（以下、村）：誰がワトソンですか。
僕の名前は村瀬です。何度も言わせな
いでください。
先：君も探偵なら人間の心に興味がある
だろう。今回の十人十色「死ぬまでに
言ってみたいセリフ」に寄せられた投
稿を見れば京大生の心理がわかるはず
だ。さぁ共に探求しよう。
村：誰が探偵ですか。先輩は探偵ごっこ
なんかしてないで、早く語学の講義に
行った方がいいですよ。
先：１回生ばかりで行きにくいのだ。昼
飯おごるから、しばらく付き合ってく
れたまえ。
村：じゃあ、さっさとはじめましょう。

留年まぬがれたわー （理・３　MT）

村：これは先輩の願望でしょ。

先：ああ、こんなにも土下座の技を極め
たのに、語学の単位が取れない。なぜ
なんだ！

村：努力の方向性がおかしいからですよ。
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しは結構です（院・１　まごいち）

村：これも先輩の願望でしょ！ 先輩み
たいなすごい座高の人ばかりじゃない
んですよ。

先：なんだと。50cmも裾を切らなけれ
ばならない私の気持ちが君に分かると
いうのか。

村：切りすぎです。半ズボンにでもする
んですか。

その棚の商品全部ください

 （農・２　ソウ）

村：これも先輩の願望ですか？ 確かに

一度は言ってみたいですけど。
先：いや、私の願いではない。私は実際
に近所のおもちゃ屋のカードを買い占
めているんだ。おかげで小学生からは
大人買いした大人と恐れられているよ。

村：大人気ねぇー。

（マックの女性店員に）スマイルテイ

クアウトさせてください

 （理・３　たろう）

村：このセリフ言ってみたいですか？
先：投稿によると、この人は罰ゲームで
言わされたそうだ。結果は「申し訳ご
ざいません」だったらしいぞ。

村：言っちゃったのかよ。それじゃあ、
言ってみたいセリフにならないじゃな
いですか。

先：しかし、いい口説き文句だな。「君
のスマイルをテイクアウトしたい」。
「君の瞳に乾杯」の次ぐらいにぐっと
くる。

村：古っ。先輩一体いくつなんですか？

これ、進研ゼミでやった問題と同じだ

 （他　マリア）

先：これもなかなか言えないセリフだな。
なぜだかわかるか、ワトソンくん。

村：だから村瀬です。えーっと、Z会派
だから？

先：はずれ。そもそも同じ問題が出るな
どと思うのが……

村：わーわーわー。こんなところでしま
じろうにケンカ売らないでください。

ここは俺に任せて先に行け

 （院・１　普通人）

オレ、帰ってきたらあの娘と結婚する

んだ （法・４　たいちゃんこ）

村：そうそう、こういうかっこいいセリ
フを待っていた……ってこれ、死ぬま
でに言いたいセリフじゃなくて、死ぬ
前に言うセリフじゃないですか。完全
に死亡フラグですよ。

先：日本語は難しいな。
村：わざとやってるでしょう。

ねぎラーメンねぎ抜きでください

 （法・４　匿名希望）

先：ねぎに頼らず、どこまでねぎラーメ
ンらしさを出せるか。ラーメン屋の力
量を問ういい注文だな。

村：ただの迷惑な客ですよ。

お金はあったけど、使うひまはなかっ

た （経・４　エンちゃん）

村：確かにうらやましいけど、言ったら
友達なくしそうです。

先：あぁ。さらに「だからフェラーリで
も買わないとお金が余って仕方がない
よ」とでも言えば完ぺきだな。

村：信じられないくらいウザいですね。

犯人はこの中にいる！

 （院・１　線虫大好き）

犯人はこの中にいる！

 （理・４　yutaka）

先：ここにきて、京大生の心理が見えて
きたな。

村：ええっ！ 本当ですか。僕には何も
見えてませんが。

先：我々と同じく、探偵になりたいのだ。
良かったな、ワトソンくん。

村：我々は探偵じゃありません！ あっ、
そろそろ12時ですね。約束の昼食を
ごちそうになります、先輩。

先：ああ、これで好きなものを食べると
いい。ではさらばだ。（ダダッ）

村：すごい勢いで走っていった。でも
お金もらえたからいいか。あれっ！
200円しかない。ちくしょー！ ん、
なんか紙が落ちてるぞ。

釣りはとっときな （院・１　凹）

村：ぜんぜん足りねえよ。

▼わーい！ 編集後記いっちばんの
りー！ 記事は一番じゃなかったけど！
（うざいノリでお送りしました；ぼたん）
▼後ろからのプレッシャーが怖い。
 （くじら）
▼本記事の算額の問題は執筆者が現代語
訳・回答しました。 （疲れた；しろろ）
▼下宿を始めるときに親に懇願したの
は、ちょっとグレードの高い電子レンジ。
 （テレビや暖房器具はないけど；紅梅）
▼シャレにならないくらいお腹が痛いよ
う……。 （乳酸菌どうだい？；燐）
▼寒竹さんの仰せの通り、読者のみなさ
ん、全力で恋をしましょう！ 
（直接言われた私の身にもなって；飛燕）
▼僕は「恋」ではなく「変」を目指します！
 （毎号こんな記事ですみません；色葉）
▼つい数えてしまうもの。電柱の数、教
授の「えー」の数、弁当の黒豆の数。
 （特に得しないけど；触媒）
▼今月のクロスの答え、京大生ならわか
りますよね。
 （今年はあまりありがたくない；火狐）
▼母親が俺に教えてくれた初めての料理
は焼き豚だったりもします。
 （今は重宝；HARO）
▼今回の表紙は手作りです。
 （次は記事を手作りに……なんて；L&P）
▼６月に祝日が欲しい。
 （６月以外にも増えていいと思う；晩犬）
▼早くも新入部員からいじってもらえる
ようになりました。 （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
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また宝くじ当っちゃった

成績全部秀だった

親方、空から女の子が！

南を甲子園に連れてって
まだ成長期

君は知りすぎた

俺を置いて逃げろ！

そこに山があるから
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愛してる

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：火狐）

４月号の当選者
正解：ウチュウセン

応募総数 104名
正解者数 97名

・赤田　奈々様 （薬・１）

・磯崎　直人様 （工・４）

・大久保　慧様 （農・院）

・岡田　直緯様 （理・４）

・木林　　理様 （人・院）

・左海　　満様 （工・３）

・中塔　充宏様 （農・３）

・林　　智也様 （工・３）

・森下　拓海様 （工・院）

・湯本　一樹様 （農・３）
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鬼、山、鉄砲などの種類がある花

故郷や、過去を懐かしむ気持ち

ハワイの民族舞踊

死体。または死体の骨

こんな書体

卒業式では卒業生が言います

麻雀であがること。和了

家宣、家継にとっての新井白石

固体⇔液体⇔気体など、物質の状

態が変化すること

この日は何をやってもうまくいか

ない

大声でしかったり励ましたり

普段の行い

囲碁を打つ人や将棋を指す人
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Juneの由来となった愛の神

飲みすぎた次の日は……

必ずしも解雇を表すわけではあり

ません

τ。なんて読む？

苦労するだけで成果がないこと。

○○○○損のくたびれもうけ

兵士。語源は報酬に塩をもらう者

仏教用語。釈迦の死などを表す

吉田、桂、○○

伝統芸術。特に西洋音楽

暇つぶしなどにすること

支払い請求書。勘定書き

北大路より一本北の大通り

血縁関係でよく似ていること

漢字の日本語での読み方

・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。 （６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。
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先日、駅で自転車の鍵が開けられなかったのでかついで帰った。別の人のものだった。 （法・４　自転車は元の場所に返しました）
⇒落とされた…… （ペンネームで；編）

未来の自分へ。５月病は治りましたか？ （薬・４　トリビア男）
⇒６月になり無事完治しました。 （かくゆう私も５月病でね；編）


