
▼お水は大量に持って帰っておいしくい
ただきました。
 （でも汲みたてが一番うまい；漆）
▼Cookingに始まりCookingに終わるか
と思いきやまさかの十色で終わるとか。
　（楽しいらいふライフでした；ぼたん）
▼今回初記事として十色を共同執筆しま
した。 （そしてこれが引退記事；白金）
▼五山送り火、まだ見たこと無い人はぜ
ひ見てみてください。
 （来月の行事ですが；火狐）
▼みなさんのはみだしを読むのが一番の
楽しみでした。これにて引退です。
（あ、食中毒気をつけてね；HARO）

▼なんだかんだで大学生活をかけていた
気がします。 （あー、楽しかった；触媒）
▼夏っぽい記事書けるのってほぼ７月号
だけなんだよなぁ。
 （真夏はらいふもお休みです；山椒）
▼キャンパス内でもニーソを目にするこ
とが増え、私は幸せです……（恍惚
 （そういえば最近、レギンスの良さもわ
かってきました；メイ）
▼最近金魚が大群で襲ってくる夢を見る、
ごめんよ金魚ちゃん。
 （金魚の記事と表紙のダブル執筆で死に
かけた、金魚の呪い？；ルリア）
▼先輩達が引退したのであと１年なのか
と。後輩達が入部したのでもう１年なの
かと。そんなことを思いながら、２ヵ月
もある夏休みへ。
 （また10月に会いましょう；編集長）

FROM EDITORS

「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。

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。
http://www.s-coop.net/lifestage/
今年度の４月から、らいふすてーじは

Twitterを始めました。アカウント名は
　lifestage28　です。

lifestage@s-coop.net

小森（以下、小）：いやぁっふー！ テ
スト終わったぜー！ 夏休みだー！
大木（以下、大）：おい何現実逃避して
んだ。まだ語学のテストが終わっただ
けだろ。
中林（以下、中）：まあまあ、夏休みの
予定考えて気分転換するのもいいこと
だよ。ちょうどここに読者の人たちが
考える京大生の模範的な夏休みの案が
あるから参考にしてみたら？
大：お前それどこから出した……？

　遅刻や居眠りでロスタイムがあるため
一学期を続行　（理・院　あろえりーの）

中：ロスタイム分も勉強するなんてさす
がまじめな京大生だね。
大：そもそもまじめだったらロスタイム
は生じないけどな。
小：ロスタイム分も勉強してたら夏休み

が終わってしまうじゃないか！
大：お前どんだけ遅刻居眠りしてるんだ
よ……。少しは次の人を見習え。

　法学部の友達の勉強を手伝う
　（経・１　モカ）

中：法学部は試験期間が長いからね。
小：友達を手伝って勉強とはなんとまじ
めな……「模範的」というお題を意識
しすぎた回答ですね（キリッ）。

大：お前ちょっと黙れ。

　１日につき睡眠８時間、学習８時間、
ゲーム16時間　　　　　　（理・３　い）

小：１日に８時間も寝た上でゲームを
16時間もできるとは!!

中：勉強も８時間できるよ！
大：これを実行するには１日32時間必

要だけどな。

　おふとん→パソコン→おふとん
　（文・２　まさk）

中：布団とパソコンを往復とは理想的な
生活だね。

大：絵に描いたような堕落生活だな。
小：甘いな！ 俺は布団の中でパソコン
を使ってるぜ！

大：こいつ……上級者だ……！
中：あ、これなんか手軽にできていいん
じゃないかな？

　家の前の地面に500円玉をアロンアル
ファで固定しといて通行人の反応をみる

　　　　　　　　　　　　（工・３　あ）

小：落ちている500円玉を拾おうとして
も取れない！ 気まずさと恥ずかしさ
でうろたえる通行人の反応を見て楽し
むわけだな！

中：提案しておいてなんだけど地味な遊
びだね。

大：ひねくれた性格がにじみ出たような
遊びだな。

　鴨川等間隔の法則の最新の間隔距離の
測定と解析　　　　（薬・３　週25コマ）

小：こんな無駄なことにこそ貴重な夏休
みを費やしたいな！

大：そもそも真夏の鴨川に座る物好きな
カップルはどれだけいるのか。

中：いちゃつくカップルに夏の暑さなん
て関係ないんだよ。というか週25コ
マとかこの人がんばってるよね。

大：そっちかよ。

　チェックシャツとメガネをキャストオ
フしてクールビズ

　（農・１　青ボールペン）

中：京大生のアイデンティティーを犠牲
にしてまで涼しくなりたいんだね。

大：……メガネは外しても涼しさは変わ
らんだろ。

小：クールビズとは仮の名目。脱・イカ
京でかわいい彼女をゲットするんだ！

大：上半身裸で捕まらないように気をつ
けるんだな。

　夏休みでみんなが油断している隙に時
計台生協のボードに嫁リクエスト！

　（地・院　10）

小：時計台生協のボードの秘密が知りた
い人はLifestage Online Tracingで先月
号をチェック!!

中：宣伝ごくろうさま。
大：というかここで書いたことでみんな
油断しなくなるんじゃないか？

小：うっ……せ、せっかくの夏休みなん
だから、もっと他にもできることがあ
るはずだ！

中：そんな迷える君にぴったりの投稿が
あるよ。

　ヒッチハイクで旅行・ラピュタを探索
する・使徒と対決する・お台場にシャ

アザクを作る・ドラマのテコ入れをす

る・1000ツイートを目指す・SNSで友

達100人作る・甲子園を見に行く・毎日

勉強する・ガンプラを組み立てる・一日

中寝る・親孝行する・リア充になる・二

股かける・海賊王になる

　（文・他　ロムスカ）

小：何これ超楽しそう！ 全部したい！
中：さりげなく親孝行が入るなんて、こ
れこそ模範的だよね。

大：リア充からの即二股かよ。そもそも
全部やるには夏休み足りないよな。

小：あぁ～！ 早く夏休みをエンジョイ
したいぜー！

中：まあ、今夏休みの予定を立ててみた
ところでまだ先だけどね。ほら、こう
言っている人もいるし。

　夏休み？ 何ねぼけているんだ。まだ

春休みは終わってないぞ!!

　（薬・４　べにばな）

大：お前こそ早く目を覚ませ!!　
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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：山椒）

５月号の当選者
正解：

応募総数 145名
正解者数 140名

・河村　信哉様 （工・院）

・木村　　誠様 （エネ・院）

・外賀　雄太様 （文・院）

・小宮山　碧様 （農・１）

・田畑　香織様 （法・３）

・廣岡　紘輔様 （工・２）

・松田　優拓様 （総・２）

・山内信太朗様 （文・２）

・由井　洋和様 （工・４）

・吉田　直充様 （工・１）
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普通の人は嘘をついても伸びない

客人

北海道中西部の市。鮭と野菜を味

噌で煮た鍋でも有名

加法で加える方の数。a+b=cのb

○○○○うどん、○○○○しらす

固定為替相場制のもとでは、これ

だけの金が35ドルの価値を持った

自分の胎児をわざと流産させる罪

アーサー王伝説に登場する、王を

導く大魔術師

個人差はあるが平均37.5℃前後

合成樹脂の原料の一つ。化学式は

H2C=CH-C6H5
あばらや

ある点から直線・平面に下ろした

垂線と、その直線・平面の交点
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ES細胞＝○○○○幹細胞

幸水・豊水・二十世紀

特定の候補者に有利なように選挙

区を決めること

蜥蜴または石竜子

三椏、雁皮と並ぶ和紙の原料

ある甘いお菓子の原料。ガーナな

どが主な産地

「＊」の名称

「親友」を古い言葉で言うと

大ピラミッドで有名な都市

１フィートの12分の１

生物の種の存続には不可欠

花粉症の人はここにお世話になる

航空機などの速さの単位。音速と

の比で表される

ステーキの生焼きは特にこう呼ぶ

・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。 （７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。

24

３回生の終わりから読みはじめました。毎月楽しみにしています。 （法・４　匿名希望）
⇒ご愛読ありがとうございます。でももう少し早く気づいてほしかったなあ……。 （これから半年よろしくおねがいします！；編）

クロスワード、最近難しくないですか？ （理・３　pulser）
⇒今月は多少楽になってる……んじゃないでしょうか。 （保証はできませんが；編）


