
・京都の観光したい ［文］
・京大での生活全般 ［農］
・サークルに入ることと一人暮らし
 ［医］
・毛色の違う友達をたくさん作りたい
(^○^) ［工］
・彼女の作り方 ［医］
・新歓に行きまくること ［農］

・実験を乗り切ること ［工］
・今期のアニメ ［薬］
・サークルをがんばりたい ［文］
・大学生活と就活 ［経］
・卒業後のことはどうやって決めれば
いいの ［文］

・阪神タイガースの勝ち星 ［工］

・三国志の研究したい！ ［文］
・木造建築の耐震性能 ［工］
・細胞内輸送 ［薬］
・お金なくなるなぁー ［医］
・今後の人生プランと仕事 ［農］
・就活できんのか…… ［エネ科］
・花はなぜ毎年ちゃんと春に咲くのか ［理］

・某ソーシャルゲームの新規カード
 ［エネ科］
・年上だけど学部の後輩で大学院の
同期という立ち位置微妙すぎる女
性のことを下の名前に「ちゃん」
付けで呼ぶかどうか ［文］

院生になると研究や就職、人生
について考えなければならず、つ
らそうでした。

ソシャゲについてはよくわかり
ませんが、同期の女性には「ちゃ
ん」付けで呼ぶとよいと思います。

とても肝の据わった意見が多
かったです。戦地に赴く兵士、そ
んな心境でしょうか。

入学時の高い意識、それが大切。
でなければ単位に追われる人生に
なります（執筆者より）。

それなりのやる気すら持てな
かった結果がこのようなモチベー
ションにつながったのでしょうか。

やる気がどうこう関係なく打ち
込むのが大学院での研究というこ
とでしょうか。敬礼。

４月―新たに大学生活を始めたキラキラ新学部生、新
歓やバイトで忙しくなったノリノリ学部生、専門的な道を
進みだしたキリリとした新院生、自分の研究をひた走るギ
ラギラ院生―京大で学ぶさまざまな人が多くの思いを持
ちながら過ごす、そんな月。皆さん実際にどのような思い
を抱えていたのでしょうか。 （akta）

※なお、この記事内では各々の学年のことを以下のように
表記します。
・学部１年生 ……新学部生
・学部２～４年生 ……学部生
・院１年生  ……新院生
・院２年生以降 ……院生

・やる気とかいう不安定要素に左右され
ずに淡々と研究をこなせるようになり
たい ［文］

・モチベーションは20％、でも生活の
90％はラボ！ 乙です♡ ［薬］

・ずっと学びたかった化学がしたいです ［理］
・がんばって単位を取ろうと思っています ［工］
・自分の専門の授業はやる気満々です ［医］
・それなりです！ ［農］
・ほどほどに平均以上を目指す ［教］
・今はMAXです。今は ［工］
・右肩下がり ［文］

・ラボに骨をうずめます…… ［生科］
・桂に引きこもる予定 ［工］
・家とラボの往復しかしないくらい ［薬］
・腹くくってがんばります ［理］
・あまりない（去年がきつかったので） ［工］
・命かけます ［エネ科］
・時計台以上、京都タワー未満 ［法］

・無限大 ［総］
・４月８日より低空飛行を開始しました ［工］
・ありません ［文］
・単位とれるくらいにはがんばりたい ［経］
・モチベーションはあります。諸事情で実が
結ばれないだけです、許してください ［薬］

京大で２、３年生活すると友達
や恋人のことなどは諦めて、自分
自身のことに興味がわくようです。

まだまだ初々しいままという感
じですね。京大の色に染まるのは
これからです。
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生協は今日も盛況ですね （工・院　へこ）
⇒いいだじゃれですね。僕も思いつきました。 （床屋に行っとこーや；編）

ひとりぐらしをはじめましたが、堕落しないように頑張ります！ あと、昨日寝坊しました！ （工・院　ざっきぃ）
⇒文章のテンションが高いですね。 （若いっていいな；編）



悲しくなるような回答が多く、編集して
つらい気持ちになったのは秘密です。逆に
明るい回答には元気づけられました。
６月になって慌ただしい春の季節も終わ

り、各々の生活にも多少のゆとりが出てき

たと思います。回答者の皆さんが幸多く輝
かしいキャンパスライフを過ごされること
をお祈りいたします。
アンケートに協力していただいた皆様、

本当にありがとうございました。

・工学部（察し） ［工］
・いたころは忘却の彼方 ［理］
・今日合コン行きます…… ［薬］
・作りたいけど半ば諦め ［理］
・募集中です>< ［人環］
・現在アプローチ中です ［工］
・もちろん ［工］
・います。仕事をがんばっているみ
たいです ［農］
・周りに女の子が少ないので教授を
狙っていきたいです ［法］

・結婚を考えている相手がいます ［人環］
・機嫌が悪いときに血管を見せてあげる
と、太くて真っ直ぐで採血しやすそ
う！ と言って機嫌がよくなるような
看護師と付き合ってます ［工］

・恋人どころか、嫁がいます（ただし、
２次元に） ［エネ科］

・いつも偉そうな口きいてすみませんで
した ［農］

・がんばって４年で卒業します（・̀ω・́ ）
 ［工］
・I love everything about you! ［文］
・今までありがとう。これからも金銭面
などいろいろとお世話になります ［理］

・一人暮らしがんばります！ ［医］
・今度バイトしたらなんかごちそうする
ねー ［文］

・こんな年まで面倒見てもらって
ありがとうございます ［工］

・ありがとうございます。無事生
きています ［薬］

・自習室に籠ってます。探さない
でください ［法］

・何の研究してるか早く理解して
ください ［理］

・観光ばかりするのはやめてくだ
さい ［理］

・こんな娘でごめんなさい　　
（。> _ < 。） ［経］
・親孝行したいからまだ逝かな
いでくださいね（笑）なかな
か会えないけど、元気でね！
 ［薬］

・なんでもやっていいって言わ
れても困ってしまうこともあ
るんですよ…… ［総］

・研究開始とほぼ同時に下宿を始
めてから１年半たち、15kg痩
せたけど元気です ［エネ科］

・去年は海外でパスポート盗まれ
て大変だったけど、光の速さで
戸籍抄本送ってくれたおかげで
生き長らえています ［工］

・は？ ［農］
・恋 変人ならここに ［総］
・いません。心の安寧が保たれるよ ［経］
・そのうち作ります……はい……（笑） ［法］
・います（*^ω^*） ［工］
・います（画面の向こう側に） ［経］
・自分自身とは結婚できない ［工］

・いません（´・ω・｀） ［工］
・これから作ります ［経］
・皆いないから安心…… ［農］
・いません。たぶんこれからもずっと ［教］
・こないだ振りました ［文］
・高校で付き合って今は遠恋です ［理］
・多すぎて覚えてません ［工］

新院生にもなると親への感
謝の仕方も板についてきた感
じです。ただ、わが子の研究
はわかってほしいものです。

素直な感謝が言えなくなっ
ているところ、むず痒く、人
との付き合い方を忘れてし
まったのかとも思います。

だいぶ大人になって、大学
生における親との付き合い方
を完全に心得た、さっぱりし
た回答が気持ちいいです。

諦めている人がかなり多くなって
きて、涙が止まりません。個人的に
は教授を狙う人にがんばっていただ
きたいと思います。

院生にもなると研究と同じで異性
への趣向が専門化されるようです。
お嫁さんをお持ちの方は、お大事に。
リア充は爆発しろ。

両親への素直な感謝やねぎ
らいの言葉がまぶしいです。
その気持ちはいつまでも忘れ
たくないものです。

バラ色のキャンパスライフはこれ
からです。ただ、京大生の男女比は
８：２ですので。既に恋人がいる人
は勝ち組ですね。

恋人がいる人といない人で心の持
ち様にかなり差が出てきました。質
問に「は？」と返されてとても心が
痛みました。
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らいふすてーじを胸にしこんでおいたが銃弾は止めきれなかった （総・４　ホリィ・セン）
⇒それはよかった！ （恋のキューピットアローもきっとあなたを貫きますよ；編）

洗濯物が乾きません。助けてください!! （経・１　小鳥が飛んだ）
⇒洗濯物は乾かなくても着るとよいです。 （全力で動くといずれ乾きます；編）


