
入学式に来たアイツ
京子（以下、京）：（私は京子。この春京

都大学に入学した新入生。今日はいよ
いよ入学式。どんな大学生活が待って
いるのか楽しみにしてたのに……。）

ゴリラ 　（工・１　M or どM）

京：ど、どうして入学式にゴリラがいる
の……。しかもみんなスルーしてるし。
イヤ、こっち来ないで！ 誰か……。

？：すいません！ そこのゴリラ捕まえ
てください！

京：え、だ、誰？

ゴリラのコスプレをした人

 （農・２　もう３回生）

京：（どうしよう、本物に続いてコスプ
レのゴリラもやってきた！）

？：ごめんなさい、一緒に来たゴリラが

逃げちゃって。
京：（いや、なんでゴリラを入学式に連

れて来てるのよ!?）……ってあれ？

高校の先パイ　 （工・院　Kei）

京：五里先輩じゃないですか！
五里（以下、五）：京子ちゃんじゃないか。

久しぶりだね。
京：何やってるんですか。そんな格好で。

しかもゴリラと!?
五：今は言えないかな。というか、ゴリ

ラくらいで驚いていたらダメだよ。
京：どうしてですか？
五：「入学式に来るアイツ」にはほかに

もすごいヤツらがいるからね。
京：入学式に来るアイツ？
五：たとえば、ほら……

ロボット　 （薬・１　燐）

五：ビラ配りロボといって新入生にサー
クルのビラを大量に押しつける極悪非
道なロボットだ。

京：ものすごい速さでビラを渡していま
すね。

五：去年僕も同じサークルのビラを100
枚近くもらってすごく困ったよ。

豚 （工・４　ぷうー）

京：さっきから、ゴリラとか豚がどうし
て入学式にいるんですか？

五：あの豚、毎年入学式になると近くの
動物園から逃げてくるんだ。

京：はあ。（あれ、そのゴリラは……？）
五：去年僕はそいつに体当たりされたん

だ。痛かったよ。あとね……

マッカーサー

 （工・５　木枯らし一号）

五：マッカーサーを名乗る謎の先輩に絡
まれたんだ。日本人役でGHQごっこ
をしようって言われて、衣装に着替え
させられそうになったんだよ。

京：……あの、さっきから先輩が被害に
あったものばかりなんですけど。

五：もっといるよ。まだここに来てない
けど、僕が去年……。

※学年は投稿時のものです

『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　@ksgi_lifestageです。

lifestage@s-coop.net

FROM EDITORS

京：も、もういいです。つまり先輩の入
学式にやってきたのは……

入学前に抱いていた理想とはまったく

異なる現実 （理・４　とりぷる）

京：だったんですね？
五：くっ、悔しいけどその通りだよ。
京：（なんだか先輩変わったな。高校の

頃はもっとかっこよかったのに……）
五：ん？ どうかしたかい？
京：なんでもないです。……キャッ！

烏合の衆　 （理・院　よろこび）

五：大丈夫かい？ 入学式は人が多いか
ら、僕から離れないようにね（キリッ）。

京：いや、というか、できれば離れてほ
しいんですけど。

父、母、祖父母×２の６名　

 （経・院　将に之かんとす）

京：ゴリラと、ゴリラのコスプレをした
人と一緒にいるところを私の家族が見
たら、不安になりませんか。

五：た、確かに。
京：そろそろ会場の中に入らないと。
五：あ、僕も行くよ。
京：どうして先輩も入るんですか？ も、

もしかして先輩、さっき表にいた人た
ちみたいに……

留年戦隊アガレンジャ―

 （工・院　ざっきぃ）

京：留年、されたんですか？
五：いや、留年してないよ!?　たとえそ

うだとしても、入学式にもう１回は来
ないよ!?

京：じゃあ、なぜ？ しかも、そのゴリ
ラも一緒ですか!?

五：それは後々のお楽しみということで。
あ、僕はこっちだから！ じゃあね！

－入学式の終わり際

司会（以下、司）：それではここで重大
な発表があります。入場してください、
どうぞ！

京大の新しいゆるキャラ

 （理・３　黒はしもー）

京：（えっ、さっきのあのゴリラと先輩!?）
司：今年度から、京都大学をPRするた

めに作られたゆるキャラです！
京：（思いっきり中の人見えているけど、

それはいいのかしら？）
五：みんなよろしく！　……あ、よろし

くだゴリ！
京：（なんか、先輩の必死な姿見てると、

多少大変なことがあってもなんとかな
りそうな気がしてきたわ……。私もが
んばろう！）

▼『らいふすてーじ』とかけまして大学
生活に対する新入生の期待と解きます。
その心は……（どちらも最初の１ヵ月し
か持っていないでしょう（泣）；茶休）
▼２、３月はでんぱの現場に行きました
が、４月は「ゆるめるモ！」の現場に初
めて参戦。 （なぴさん推しです；勿忘）
▼Hey！ 新入生！ これが十人十色
デース！ greatなanswerをお待ちして
マース！ （よろしくネ！；天戸蛙）
▼コーヒーはブラック派です。紅茶もス
トレート（ブラックともいう）が好きで
す。そんな僕の１回生の時のバイト先は
もちろんブｒ

（新入生の皆さんも気をつけて；たかし）
▼読者の方から「こんなのただの煽り記
事じゃないか。たまげたなあ」という声
がありましたら、はっきりとこうお答え
したいと思います。 （そうだよ；おぐら）
▼記事ができたのでバンクーバーに行っ
てまいります。（発行される時には帰国
しているはずです；みどり）
▼出会いの季節ですが……。新歓の裏方
に回るので期待薄です。（その代わりに
上回生同士でのワンチャンが!!；輪環）
▼もう少し技術を向上させたいです。誰
か画力ください。

（あ、代わりにお金でもいいです；トマト）
▼最近タジン鍋っぽいシリコンの鍋買っ
たのですが、レンジで料理できるの楽で
すね。（ゆくゆくは使わなくても料理で
きるようになりたいです；編集長）

など、たくさんの投稿を
 お待ちしております！

・いつも長靴を履いている
・もはや天気予報は見ない
・防水加工

です。

次回の十人十色は

雨男・雨女はコイツだ!!

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：輪環）

1月号の当選者
正解：モノトーン

応募総数 102名
正解者数 102名

・井上　裕紀様 （文・１）

・上西　　慧様 （工・院）

・小池雄一朗様 （法・院）

・柴田　　翔様 （工・４）

・田島　正規様 （理・１）

・西村　光史様 （法・３）

・平野　夏帆様 （工・２）

・古川　雄規様 （理・３）

・増田　千胤様 （工・１）

・山本　琢郎様 （法・１）
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粒や、粉状のものを大きさによっ

て選び分ける道具

春日大社の神使

〇〇〇〇づく。破竹の〇〇〇〇

野球のチームのこと

新政権の○○○○。世界記録の○

○○○

うっかりと忘れること

間接金融の主要な仲介機関

寮などで食事を準備して食べさせ

ること

男女が一緒に風呂に入ること

毎日の予定を書くノート

その日のうちに行って帰ること

止まらず行き過ぎること

二人組。また、組み合わせのこと

口づけ。接吻のこと
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18.

19.
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21.

千本鳥居が有名。○○○○○○大

社

新約聖書中の第三福音書を残した

とされる人物

和歌山県の旧国名

生物分類の基本単位

７月に行われる八坂神社の祭り

交際の親しいこと。〇〇○の間柄

必要以上に温度が上がること

全員の名を呼び人員確認すること

欠点、過失を責めとがめること

開き戸に用いる金具

〇〇の皮がつっぱる

食べ物がなく、腹が減った状態

沈黙は〇〇。〇〇の卵

古文で、特定の語によって結びの

語の活用形が変わること

・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。 （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。

※学年は投稿時のものです。

サークルの同回生がカップルばかりで肩身が狭いです。 （工・２　きゅーり）
⇒入学式に来たあいつとワ・ン・チャ・ン　　　 （実は今、あなたの隣に？？；編）
 24

同窓会に行ったらイケメンが激太りしてた。　 （工・２　元元太人）
⇒同窓会に行ったらイケメンがさらにイケメンになってた。僕は太ったと言われた。 （広がる格差；編）


