
 

『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

先輩工学部生（以下、工）：来期から桂キャ
ンパスに移動か～。俺もそろそろ引越
しの準備進めないとなあ。

後輩文学部生（以下、文）：えっ、そう
なんですか!?　先輩、吉田キャンパス
から離れるんですか？ （先輩が遠く
に行っちゃう……!!）

工：うん。工学部は桂に移る人が多いか
らね。君は文学部だからずっと吉田に
いるんだよね？

文：そうなんですけど……じっ、実は私
もキャンパス移動してみたいと思って
いまして！

工：お、新しいキャンパスを開拓してみ
るってことかな？ ちょうどここに読
者からの投稿があるから参考にしてみ
ようか！

文：え？ ちょ、私は先輩と一緒に……
工：うん？ 今何か言った？
文：な、なんでもないです///

東京大学本郷キャンパス内

（農・１　クラミドモナス、他）

工：東大内ってのはどうかな？
文：ええええ！ それはちょっと嫌です。

東大生怖いですもん。
工：ははは。そもそも他大学の敷地内に

キャンパスを作るのは気がひけるよね。

京都女子大学敷地内　 （文・院　うむ）

工：でもここなら毎日通いたくなるな～、
なんて（笑）。

文：そんなっ……先輩、ダメですよっ！
京大にも少しは女の子いますし（目の
前にもいますから！）。次行きましょ
う、次！

総長がダーツを投げて当たった所

（農・１　クーゲルシュライバー）

文：なかなか斬新なアイデアですね～。
……ってあそこで総長がダーツ投げて
ますよ、先輩！

工：お、矢が刺さったみたいだね。

沖ノ鳥島 （工・院　Javaさん）

文：よりによって日本の端っこですか。
工：まあ陸地に当たっただけ幸運じゃな

いかな。

試験管 （工・１　ぐらさん）

工：試験管の中のキャンパスで、試験管
を用いた実験が行われるんだね。

文：そこでまた試験管の中にキャンパス
が作られて……えーっと、頭がこんが
らがってきますね。

工：うん、そのへんでやめておくといいよ。

ホームページのリンク先

（理・２　新はしもー）

工：クリックしたらキャンパスに入れる、
みたいな感じかな。

文：先輩、試しにここをクリックしてみ
てください。http://www.s-coop.net/
lifestage/

工：え……？ （ぽちっ）

文：らいふすてーじのホームページです。
ぜひアクセスしてみてね☆

工：突然の宣伝だね……。
文：バックナンバーや、カラー版の記事

も読めますし、先輩も見てみ―
工：はい、次に行こうか。

自由の女神像の内部

（理・３　とりぷる）

文：これって、自由の学風を謳
うた

う京大に
ぴったりですね！

工：まあ不法侵入で捕まって、すぐに自
由も剥奪されてしまいそうだけどね。

文：じゃあ私たちの自由が守られる場所
といえば……

実家のこたつ （農・２　もん）

文：こたつでぬくぬくする自由は誰にも
邪魔させません！ たとえ先輩でも！

工：うーん、夏は暑そうだけど大丈夫か
い？ こんなのもあるけど。

海底200万マイル （総・１　topa2）

文：海の底って、まるで竜宮城みたいで
すね！

工：卒業するのに時間がかかりすぎて、
地上に帰ってきたころにはみんなお爺
さんお婆さんになってたりして（笑）。

文：……笑えないです。ううぅ、先輩は

それでも待っててくれますよね？
工：ちゃんと４年で卒業してくれれば問

題ないよ。さあ、次行こうか。
文：（上手く言いのがれた……？）

雲の上 （工・１　サラダバー）

工：海の底の次は雲の上か……。
文：雲の上のキャンパスって、とっても

楽しそうですね！ ここに新しいキャ
ンパスができたらぜひ行きたいです！

工：そうか……君はそうやって手の届か
ない場所に行ってしまうんだね。

文：え……？

君のいる街 （工・２　ノヤン）

文：大丈夫ですよ！ 先輩が桂キャンパ
スに行っても、私はこうやって先輩を
追いかけていきますから。

工：……俺だって本当は桂になんて行き
たくないんだ。

文：え？ 先輩それって――///
工：俺が、俺が本当に行きたいキャンパ

スは……

２次元と３次元の間、むしろ２次元

（工・３　シシリエンヌ）

工：そういうことだから。
文：もう知らないっ！ とっとと２次元

にでも桂にでも行ってください！

▼半年ぶりの記事執筆なのに初見開きで
あたふた。 （でも取材はいい経験；霞草）
▼あけましておめでとうございます……。
 （RINGO行きたいなぁお金あれば；煌皇）
▼今年こそ彼女作ります。いやまじで。
 （↑ｎ年目；たかし）
▼クロスのカギ：ゴシゴシゴシゴシ
 （タワシってわかりますよね？；茶休）
▼今度はお寺の記事でも書こうかな。
 （次は写真で；天戸蛙）
▼正月は毎年こたつで寝て過ごします。
 （今年は神社へ行こうかな……；鍵っ子）
▼正月は毎年地元の神社にお参りします。
 （今年は裏切って京都の神社へ；えすみ）
▼正月は毎年時計を見ながら年越します。
 （時計台の鐘108回鳴らないかな；夷）
▼正月は毎年おせちの数の子ばかり食べ
てます。（だってウマいんだもん；とろわ）
▼正月はおせちもいいけどカレーも食べ
ます。 （だって（略）；檸檬）
▼「せっかく京大に入学したし、秋になっ
たらお寺巡りするんだ!!」と思っていた
時期が私にもありました。
 （もう真冬やん……；おぐら）
▼編集長！ 最後の仕事ですよ！
 （パフェをおごってください；勿忘）
▼これで僕も編集長引退です。１年間あ
りがとうございました。まだ記事は書き
ますので、気が向いたら読んでください
ね。来年の世代はちょうど30代目です！
温かく見守ってあげてください。（とこ
ろで、パフェはおごんねぇよ！；編集長）
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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：茶休）

11月号の当選者
正解：ハクシュカッサイ

応募総数 84名
正解者数 76名

・渥美　俊介様 （工・院）

・岡原　拓馬様 （工・４）

・岡本　真範様 （工・２）

・勝田　美優様 （理・４）

・九野　宗大様 （医・２）

・高橋　維子様 （医・３）

・南本　秀憲様 （農・２）

・村瀬　　龍様 （工・３）

・山中　雄太様 （工・４）

・湯井　大貴様 （工・３）
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自分とは異なる性別

目上の人に○○口は禁止

学生の一時的な職業体験制度の略称

歴史的な遺跡の多い都市

アマチュアのこと

必要以上なもの

ベンゼン環の１位と３位に置換基を

持つこと

いい加減なこと「○○○な考え」

模写した書物

機械装置のこと

タバコに依存する原因となる成分

牛や豚などの心臓

偶然出会うこと

つらいこの世

室町時代のころの中国の国名

外見上死んでいる状態
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杉田玄白・前野良沢らの著書

コンクリートの主原料

テニスや卓球で高く打ち上げて返球

すること

兄弟の娘

息がぴったり合うことを「○○○の

呼吸」

力×距離

本州の北側にある海

左手の薬指に指輪をしている人はこ

の状態 

気分がふさぐこと

言っても仕方が無いことを嘆いた言

葉「○○をこぼす」

カエルなどの指の間にある膜

四字熟語。物事があとかたもなく消

えてなくなること

・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。 （１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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煩悩が多すぎて、今から除夜の鐘を聞き始めないと終わりません。 （情・院　とりど～る玲奈）
⇒１年中鐘を撞き続ければ大丈夫ですよ。 （１時間に108回撞くとすると、１年で946080個もの煩悩を消すことができます。；編）

くしゃみする　君の横顔　愛しくて…… （農・２　モサ男）
⇒きらりと光る　鼻水たらり （そんな君に幻滅；編）


