
教授（以下、教）：ううむ。なぜなんだ。
学生（以下、学）：どうしたんですか。
教：塩とキャラメルという組み合わせが

どうしても納得できず、ずっと悩んで
いるのだよ。

学：……くだらない。そんな暇あったら
仕事してください。

教：く、くだらないだと!? 私は真剣な
んだぞ！ おお、そういえば学生から

「納得いかない組み合わせ」について
投稿が来ているのだったな。

学：ええ。それが何か？
教：多くの学生が私と同じように悩んで

いるということだよ。早速見ていこう
じゃないか。

学：……逃げたな。

　パイナップルとハンバーグ　�

� （理・２　会計長）

教：まずは定番の食べものネタだな。
学：肉料理に甘いフルーツ。やっぱり誰

しも一度は疑問を抱きますよね。
教：だが、私はトンカツにマーマレード

をかけるのだけは好きだぞ。
学：その組み合わせの方がよっぽどおか

しいですよ。

　プリンと醤油� （薬・４　にっちょ）

学：これは「ウニの味になる！」ってや
つですね。

教：こんな方法で高級食材を味わったつ
もりになっても、確かに納得いかんな。

学：でも、意外なおいしさを発見すると
うれしくなりませんか？

教：それもそうだ。よし、私も研究して
みよう。

学：トンカツにジャムをかける教授の味
覚なんて信用できないんですけど。

　こたつにミカン�（理・２　だにだに）

学：これはむしろ鉄板の組み合わせで
は？

教：いやいや。日常の当たり前の風景に
疑問を持ち、探究しようとするその姿
勢。研究者の鑑ではないか。

学：教授が言うと仕事さぼってる言い訳
に聞こえますね。

教：う、うるさい！ 次いくぞ、次。

　あいつにかわいい彼女　

���������������　　（農・３　まだ遅くない）

　あこがれのあの子にまさかのあいつ�

� （工・１　はち）

学：まさに京大男子の悲劇ですね。
教：現実は非情だな。
学：でも大丈夫、きっとまだ遅くないで

すよ。チャンスはあるはず！

　男に女� （文・２　yothy!）

学：これは……。
教：この境地に至ってしまったか。
学：……話題変えましょうか。

　リア充にフル単�（理・１　マイリー）

十人十色

納得いかない

　　組み合わせ

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：紅梅）

10月号の当選者
正解：メイキョウシスイ

応募総数 140名
正解者数 134名

・天野　伊織様 （法・４）

・大澤　貴弘様 （工・１）

・後藤田　環様 （法・４）

・堺谷　　光様 （情・院）

・嶋田　博樹様 （医・３）

・田中　里奈様 （医・１）

・成瀬　浩樹様 （工・２）

・花田　遥香様 （医・３）

・安間　　光様 （農・３）

・山口　拓也様 （工・３）
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カラーテレビ、クーラー、○○

The month after next

年月はネンゲツ、生物はセイブツ

老女のこと。○○捨て山

詞華集

自分のためだけの利益

ぱぴぷぺぽ

襤褸と書いて○○○と読む

魚に春と書いて？

現在の隅田川は武蔵国と下総国の○

○○○○

ガブリエル、ウリエル、ラファエル

と並ぶ四大天使の１人

上皇、法皇の尊称

作物を植える畑の盛り上がり

電子ニュートリノ、ミューニュート

リノ、○○ニュートリノ
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２、３、６、11、18のような数列を

○○○数列という

競馬などにおける大きな番狂わせ

コンパスとも方位磁針とも言う

心遣い

松尾芭蕉の弟子で奥の細道の旅に随

行した人

花を散らすことから、戦死を意味す

る言葉

１ミリメートルの1000分の１の単位

海を司る神

金属工芸品の着色に用いる水溶液

都、特に京都のこと

ドイツ皇帝の称号

京大のこれは「新生の息吹」

亜麻を使った織物

元素記号S

・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。 （12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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最近何かクロスワードが難化してないか？� （工・２　indefi�nite）
⇒それは仕様です� （京大生は入学したときが一番賢いらしいです；編）



　イケメンな秀才� （理・２　吉田）

教：勉強ができる上にモテるとは。天は
二物を与えずというが、そうとも言い
きれんな。

学：って、話題変えるどころか逆に傷口
えぐってるじゃないですか！

教：え、そうか？ すまんすまん。しか
し頭が良くてモテるなんてこの私のよ
うではないか。

学：（何言ってんだこの人。）

　自分に工学部� （工・１　中村）

学：今度はちゃんと別の話題ですけど
……いったい何があったんでしょう？

教：別の目標を見つけたのか、それとも
挫折してしまったのか。前者なら応援
してやりたいが。

学：後者だとしたら辛いですね。
教：だが、私のように優秀な教授に出会

えればきっと大丈夫だろう。
学：……辛いといえば、こんな投稿も。

　俺に“不可”� （経・３　Ｌ）

学：この方、相当がんばって勉強したん
でしょうね。

教：ペンネームＬくん、ここでくじけず、
よりいっそう勉学に励んでくれたまえ。

学：説得力ないなー。あ、もしかして次
の投稿みたいな先生にあたったとか？

　優しそうな先生なのに単位くれない　��

� （理・１　スマホにしたい）

学：学生にとってはだまされた気分かも
しれないですね。僕も気をつけないと。

教：教員も甘さを見せてはいかんな。
学：教授は逆に見た目「だけ」厳格っぽ

いですよね。
教：だけ、とはどういうことだ？
学：実際は仕事も評価もいい加減でしょ。

だから学生にも評判よくないですよ。
教：そんな……。優秀な私がなぜ……。
学：優秀どころか完璧にダメ教授ですよ。

そろそろ自覚してください。

　つんでれ�� （教・３　よっぴー）

学：これはギャップが受けて人気を得た
組み合わせですね。こういうこともあ
ると思うと面白いですね。

教：……。
学：では今月はこの辺でシメに……。
教：そうだ！
学：どうしました？
教：私もこれで学生の心をつかむぞ！
学：それより、まじめに仕事すればいい
だけでは？

教：「べ、別にあんたのために単位あげ
るんじゃないんだからねっ！ 評価つ
けるの面倒なだけなんだからっ！」お
お、我ながらかわいいじゃないか！

学：開き直るな!!

▼表紙は小さな女の子ですが、私はロリ
コンではありません。　　　　　　　　

（女の子好きは否定できないが；ぼたん）
▼教授のみなさん、すてきな本を紹介し
ていただきありがとうございました。
�（こたつにこもって読書したい；触媒）
▼自分も一応前期はフル単でしたよ、念
のため。
�（リア充かって？ それは聞くな；山椒）
▼今回は「目から鱗」で初めてのWeb
サイトの紹介です。本当に簡単なのでぜ
ひともどうぞ。
� （真面目な編集後記を担当；猫ろ餅）
▼大好きです。
� （それが私のCrossの答え；紅梅）
▼10月号のCrossの影響か、みなさんの
読者カードにはたくさんの周期表が書か
れていました。
�（みんなチャレンジありがとー；はねず）
▼今回誌面では紹介できませんでしたが、
研究施設なども見せていただきました。
詳しくはWeb編集後記で�（更新は来月に
なりますが）。�（URLは下を参照；火狐）
▼月がきれいです。
�（20時間に及ぶ死闘の夜明け；りょう）
▼日の出とともに……。
� （おやすみなさい；Ⅳ）
▼さぁ朝ご飯、朝ご飯。
� （何を食べようか；様々）
▼消えゆく現。�
� （睡魔は単位を食らう；緋衣草）
▼徹夜作業。�（みんなお疲れ！；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

２月号の募集テーマは……

受験の時の思い出

……など、たくさんの投稿をお待ちしております。

・受験票を無くした

・前の席の人が２日続けて遅刻してきた

・メイド服で試験を受けに来る人がいた

FROM EDITORS

仏教徒だからクリスマスが独りぼっちでも寂しくない。ほ、ほんとだよ！� （文・４　ヒトリ）
⇒そ、そうだよ！ 「仏教徒にクリスマス」なんて組み合わせがそもそもおかしいんだよ！� （あれ、目から汗が；編）


