
 　

後輩編集部員（以下、後）：今日はエイ
プリルフールですね、先輩！

先輩編集部員（以下、先）：その通りだ
後輩。らいふすてーじ読者から「エイ
プリルフールにつきたい嘘」というお
題で投稿が届いているぞ。

後：どれどれ。
　
お前、鼻毛出てるぞ。（工・院　へこ）

後：確かにこういう気軽な嘘はついてみ
たくなりますよね～。

先：はっはっは。エイプリルフールの醍
醐味だな。

後：先輩のズボンのチャック開いてます
よ。

先：えっ！ いつから!?
後：うっそ～（ニヤニヤ）
先：おのれ……。次だ！ さっさと次の

嘘を見るぞ！

今年のサークル超つまらなかった�

� （工・３　有本川嶋）

先：これがつきたい嘘だということは、
投稿者はサークルを超楽しんでいるん
だろう。いいことだ。

後：大学でのサークルや部活って勉強に
負けないくらい楽しいですからね！

先：ああ。新入生のみんなにもぜひ楽し
みを知ってもらいたいな。

らいふすてーじ、全国に配布されるら

しいぞ。�� （工・１　妹は中３。）

先：こういううれしい嘘を見ると、全国
展開する思いで良い記事を書こうとい
う気になるな。

後：ちょっと待ってください！ 逆にわ
れわれにとっては恐ろしい投稿も届い
ていますよ！

　らいふすてーじ廃刊！� �

�（工・３　もうすぐ研究室配属　他）

先：冗談でもやめてくれ！
後：しかも複数名からの投稿とは……。

このコーナーで取り上げずにはいられ
ない、ドキッとする投稿ですね。

時計台に行ってみ、太陽の塔に変わっ

てるから�� （理・２　グミのチョコ）

先・後：（ガタガタッ）
先：お前、いきなり身を乗り出してどう

したんだ？
後：先輩こそ、窓の外見たでしょ 。
先：京大ってこういうサプライズは本当

にありそうだからな。
後：確かに。気を取り直して次の投稿を

見てみましょう。

オリンピックの年は単位が２倍� �

� （経・２　コジマ）

先：２倍じゃ全然変わらんぞ！ ４倍に
しろ、４倍！

後：２倍で単位がそんなに変わらないっ
て前年度の単位数は……。

先：こらこら、余計な詮索はなしだ。そ
んなことより投稿を見ていこう。

私は嘘つきです

� （工・院　普通人　他）

後：今回はこの手の投稿がけっこう多い
ですね。

先：嘘の投稿だから「私は嘘つき」とい
うこと自体が嘘ということになって

「私は嘘つきでない」ことになるが、
嘘の投稿をしているということに矛盾
する……？ ああ、わけがわからん！

後：みなさん、ややこしい嘘をつきたが
るんですねえ～。次の投稿は……。

実はリア充です��

� （文・４　ロムスカ　他）

後：あれ、この人たち、間違えて嘘じゃ
なくて本当の投稿しちゃってません
か？ リア充が事実でしょう。

先：そんなわけないだろ！ お前いま、
全ての非リア京大生を敵に回すような
発言をしたぞ。

後：すみません。俺、いつでもリア充な
ので勘違いしたみたいです。

先：爆発しろ！

彼氏と別れた� （工・１　ぬるりん）

後：あ、先輩の憎むリア充な人の投稿で
すよ、ほらほら！

先：なぜそんなにうれしそうに言うん
だ！ いや、だがこの人の嘘とは付き

合っている彼氏と別れたということで
はなく、そもそも彼氏がいないのかも
しれないし。

後：人を非リアだと思い込むのはどうか
と思いますよ。

先：ウッ！ つ、次の嘘は……忘れやし
ない、去年の春、俺をだました嘘だ！

後：へえ、どんな嘘ですか!?

春休みはあと１年あります� �

� （理・１　れんま）

後：……まさかこんな嘘を１年間本気で
信じていたわけではないですよね？

先：うるさい！ 俺の中ではまだ春休み
は続いているんだ！

後：怠惰の言い訳に嘘を活用しないでく
ださい。

先：ふっ。だがしかし、俺は嘘を巧みに
使い、窮地を切り抜ける！

ちゃんと進級したよ！ と親に� �

� （薬・２　薄幸の民）

後：もしかして、先輩……。
先（もとい、同級生A）：今日最大の嘘

は俺とお前が先輩と後輩ってことだっ
たのさ！ はーはっはっはア！

後（もとい、同級生B）：うわあ、駄目
人間すぎるよ……。読者のみんなは授
業開始日を間違えず、いいスタートを
切ってね！

▼実際のらいふすてーじ編集部員は誰も
留年とかしてないよっ！ 
 （まじめですし；十の字）
▼明日彼氏と結婚します。
 （嘘だと思うかい？；Ⅳ）
▼文学部２回生のときに読んだ本……思
い出深い。（上のやつは男だ！；黒みつ）
▼あさってから旧友と石川県に旅立ちま
す！ 楽しみ楽しみ♪
 （記事間に合ってよかった；はねず）
▼絶対まじめに校正してもらってない。
 （あのタイトル、そして「俺」；燐）
▼おいしそうなカラーの料理を白黒で掲
載せざるを得ないらいふのジレンマ。

（カラー写真はwebに掲載します；飛燕）
▼寒空の中でしたが、とてもあったかい
取材でした。 （楽しかった；紅梅）
▼さあ、中央食堂に通い倒すぞ。
 （そして自炊をしなくなる；山椒）
▼カメラを持ってトイレに侵入するのは
とても勇気のいることであったよ。
 （完全に不審者；椿井）
▼風邪かと思ったら、ただの二日酔い
だった。（こんな春休みも終わり；触媒）
▼正しい日本語を使いたいなぁ。
 （間違いがデフォルト；緋衣草）
▼俺は犬派だ。

（実家のワンちゃん描きました；ルリア）
▼私は猫派よ。 （にゃーん；猫ろ餅）
▼４月。お花見が楽しい月。ちょっとし
た嘘を吐いてみる月。始まりの月。
 （そして新入生に貢ぐ月；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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エイプリルフールに
　　　　　　　　つきたい嘘
十人十色

      
６月号の募集テーマは……

『らいふすてーじ』のキャッチコピー

300号記念！

……など、たくさんの投稿をお待ちしております。

◇京大生のバイブル、その名はらいふすてーじ

◇はみだしからあふれ出すロマン

◇全イカ京が泣いた

らいふすてーじ

300

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：猫ろ餅）

１月号の当選者
正解：トケイダイ

応募総数� 100名
正解者数� 98名

・川畑　　豊様� （農・３）

・黒滝　啓介様� （理・院）

・左海　　満様� （工・３）

・砂原　優樹様� （工・３）

・長谷　悠太様� （法・２）

・林　　智也様� （工・３）

・三浦　　農様� （工・１）

・三好　康太様� （文・４）

・向井　　優様� （法・１）

・湯本　一樹様� （農・３）

・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。
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鬼門

これと商才を兼ね備えていると望

ましい

味覚を司る感覚器官

うくすつぬふむゆる

普段の意思疎通に用いる記号体系

マイノリティの反対

魔女にとってのカラスや黒猫

悪いことが続けて起こる様子を「○

○○○に蜂」という

軽妙な掛け合いが特徴の二人で行

う落語。○○○○をたたく

喧嘩しているシギとハマグリを捕

まえたのは？

リハビリをサポートする専門職。

○○○療法士

アカ・ムラサキ・バフン
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有名問題。クレタ人の○○

両手両足

自然・有理・実・虚・理想

「たくさん」の言い換え

恋はいつでも○○○○に

２番目に生まれた男の子

フロイト精神分析を構造主義的に

発展させた精神学者

金正日やゴルバチョフ

堂々としておごそかなこと

美しく整った雪の結晶

deception

プログラムコードにおける定数

不定期発行で無料配布の新聞

59点以下

牛・豚・鶏・魚……

ライスケーキ

※所属・回生は投稿当時のものです。

28

これ１部おいくらですか？� （工・院　へこ）
⇒配布店舗にてご自由にお取りください！� （この面白さ、プライスレス；編）

クロスワードの当選者に知り合いの名前があると、ちょっぴり悔しい。� （農・２　甘酒すき）
⇒厳密で公正明大な抽選の結果ですのでご容赦ください。� （今回のクロスワードもがんばって！；編）


