
女子編集部員（以下、女）：あー、いい
天気だなぁ。ぽかぽかして過ごしやす
いし、やっぱり春はいいなぁ。

男子編集部員（以下、男）：あれ、あそ
この木の陰にいるのは……。

先輩（以下、先）：うっ……ぐすっ。
女：あっ……先輩じゃん。泣いてるよ。
男：春なのに……一体どうしちゃったん

だろう。
女：そういえば、ここにさっき回収した、

読者のみなさんからの投稿が。
男：うーん、投稿を参考に先輩の涙の理

由、探ってみるか。

出会いがない （文・他　ロムスカ　他）

女：先輩、忘年会の時もそう言って泣い
てたもんね。

男：まだ例のイベントを引きずってるの
かもしれないな、ほらこれとか。

クリスマスなんてなくなればいいのに

とキリストに願う （工・２　ぱねおか）

女：そうだ、どうしてキリストの誕生日
にカップルがデートするって決まって
るんだ、あはははは……はは……。

男：（しまった、この人、クリスマスに
彼氏と別れたんだった……。）でもほ
ら、先輩のおうちには素敵なお相手が。

こたつがはなしてくれない

 （農・１　乾貴士）

女：確かに冬場は毎日12時間くらい密
着してたもんね。涙のお別れだよ。

男：いい加減片付けないと、もう……

暦の上では夏 （情・院　風霊守）

女：でも先輩ならこう言いそうだなぁ。

季節など我ら京大生に関係ない！

 （工・１　マジックペン）

男：そうはいっても、こんなにいい陽気
だし、初々しい新入生もいっぱいいる
んだし……。先輩も元気出してほしい
なぁ。

女：あっ、そういえばうちの編集部、ま
だ……

新入生が来ない。 （農・１　かめのて）

男：うっ。
女：そんなことで泣いちゃうとか、先輩、

真面目だなぁー。
男：ら、らいふすてーじ編集部、新入部

員絶賛募集中です！
女：こら、焦ってこんなところで新歓し

ないの。あっ、これとかどうかな。

アニメ・漫画のキャラクターが進級し

てないの、私、気になります！

 （理・院　水瀬悠）

男：僕も、気になります！
女：だって先輩の愛しの某キャラクター、

歳取って進級してくれないと、交際で
きないもんね。法的な意味で。

男：そもそも別次元の問題なのでは。

女：あー、３次元の私たちは進級かぁ。
ますます授業は難しくなるのに……

学力は冬眠中

 （法・１　ウィリアム太郎）

女：うー、授業怖いよ……。
男：でも授業行かないと、僕ったら春だ

ろうがいつも通り、

♪ピッカピッカの内弁慶（理・３　わ）

男：隣の席の人に前回のノート見せてな
んて言えない……。

女：まったく、こんな調子じゃ来年の春
にはこうなっちゃうよ？

進級できない （理・１　はまだ）

男：やめろ、やめろおおおぉ！
女：あっ、もしかして先輩が泣いてるの

はそれで……？
男：確かに。あんなに家でこたつさんと

いちゃついてた先輩のことだ、ありえ
ないことではない。

女：なぐさめたほうがいいのかなぁ。
男：うーん、まいったなぁ……。
先：やぁ諸君！ 奇遇だね！
女・男：うわあああぁ、せ、先輩！
先：何だその驚きようは。俺に会って困

るようなことでもあるのか？
女：いや、あの、読者のみなさんからの

十人十色の投稿を見てたんです！
先：ほう、「春なのに……」か。俺なら、

うっ、へっくしゅん！ くそっ……

マスク忘れるなんて……

 （理・３　pulsar）

先：花粉症で、もうさっきから涙が止ま
らなくてなぁ。

女・男：お、おだいじに。（なんだ、真
剣に心配して損したよ……）

先：おう。そうそう、さっき言いかけた
けど、俺ならこのお題、

もう春なのに、皆貼るカイロをしては

る（ドヤ顔） （医・１　アコギ）

先：とか返しちゃうな、わははは！
女・男：……。
先：な、なんで。なんで黙るんだよ。
男：いや、先輩、相変わらずでほっとし

ました。
先：くっそおおおぉ、春なのに、春なのに、

俺のする話はサムイままや……。

 （工・２　ノヤン）

女：……はい！ 新入生の君もそうじゃ
ない君も、新しい一年が始まるよ！

男：どうかあなたにとって、いい春であ
りますように。

先：へっくしゅん！ うっ……ぐすっ。

▼いい訓練になりました……。
 （今月難しいお題ですみません；椿井）
▼新入生諸君、新歓はいっぱい回ろうね。
サークル選びは大切です。食費浮くしね。
 （こちらは財布すっからかん；とろわ）
▼新入生諸君、授業はいっぱい取ろうね。
前期の時間割は大切です。後期楽だしね。
 （こちらはやる気すっからかん；冬雪）
▼この前鴨川でぼっち飯食べてたら、と
んびにパンを持っていかれました。みな
さんも鴨川の狩人（？）にご注意を！
 （まだ半分ぐらい残ってたのに～；メイ）
▼京大の生協食堂のメニュー数は、全国
の大学でもトップクラスなんだとか。
 （みなさん入り浸りましょう；山椒）
▼京大の生協機関誌のクオリティは全国
の大学でもトップクラスなんだとか。
 （みなさん共に作りましょう；檸檬）
▼この一年間は、早寝早起きを心がけた
いと思います。
 （午前３時にそう決意；はねず）
▼この一年間は、自炊暮らしを心がけた
いと思います。
 （コンビニでそう決意；あずる）
▼この一年間は、世界の平和を心がけた
いと思います。
 （大晦日にそう決意；和三盆）
▼ノート取ってる教授さんもいらっしゃ
いますからね？ （ご安心を；猫ろ餅）
▼さーて、来月のベランダ菜園は･･････
 （えっ!?　続かないだと･･････；鮟肝）
▼新入生よ（ようこそ、京大へ；編集長）

FROM EDITORS

「らいふすてーじ」に関するご意見・
ご感想は挟み込み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/

らいふすてーじではTwitterで記事の
裏話などをつぶやいています。アカウン
ト名は　@lifestage29　です。

lifestage@s-coop.net

６月号の十人十色のテーマは

など、たくさんの投稿をお待ちしております

・今度京都のお酒買って帰ります

・最近友達にファザコンって言われました

・メール、やたら絵文字多いよ

お父さんに
ひとこと

・今度京都のお酒買って帰ります

十人十色

なのに……春

１ 2 3 4 7 5

6 11 7 14 8

18 9 10

25 11 12

13 36 14

15 16 17

18 51 19 20

58 21

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：冬雪）

１月号の当選者
正解：カガミビラキ

応募総数 114名
正解者数 113名

・井口富士夫様 （他）

・大津　　真様 （工・３）

・河村　信哉様 （工・院）

・古淵　義史様 （工・３）

・左海　　満様 （工・４）

・高野加奈恵様 （医・１）

・田中　健太様 （工・院）

・中島　　彬様 （農・１）

・西口　広海様 （薬・３）

・橋本　浩法様 （理・１）

１．

２．

３．

４．

５．

８．

９．

10．

11．

13．

14．

16．

17．

20．

『悲しみよこんにちは』の著者

原子番号15

宮中に仕える女性の官人

８種類、また多くの種類のこと

日露戦争後、日本の租借地に

ミナトガイの別名

○○○○が馬

側面から見た顔の半面。横顔

日本で３番目に世界自然遺産に

登録された

ニシキヘビの英語名

○○○○二太郎

南アジアの女性が着る民族衣装

40歳

ルワンダ人の84％がこの民族

１．

６．

７．

８．

９．

11．

12．

13．

14．

15．

18．

19．

20．

21．

『ライ麦畑でつかまえて』の著者

日本人の死因第１位

○○の皮が突っ張っている

○○店、○○名、特○○

子が親に先だって死ぬこと

日本語ではa、i、u、e、o以外

神仏に祈ること

元々はタヒチの民族衣装だった

案外。思いのほか

『野菊の墓』の著者

○○を打つ、○○を割る

道理にかなっていることとはず

れていること

仲が悪いこと。不仲

ウコンの根茎を乾燥した香辛料

・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。

※当選者の学年は当時のものです。
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次のページのはみだしに注目！ （教・４　よっぴー）
⇒あなたははみだしからも、はみだしてしまいましたね……。 （来月号もご期待ください；編）

右に同じ。 （文・１　カラザ）
⇒右に続く。 （あなたもはみだしてしまいましたね･･････；編）


