
『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

京子（以下、京）：よし、時間割完成。
それにしても、講義選びって大変ね。
面白い講義がすぐ見つかればいいのに。

PC画面：＜通信エラーのためウィンド
ウを更新します＞

京：あれ、画面が変わった。まあいいわ。
シラバスは、っと……

イカ京スタイル入門�（文・院　ふむ）

京：え!?　いきなり何なのこれ!?
ナビ子（以下、ナ）：ここは大学の正式

な講義としては認められなかった講義
シラバスのアーカイブス、通称「裏シ
ラバス」です。

京：にわかには信じがたい話ではあるけ
れど、信じざるを得ないわね。それは
そうとあなた、機械のくせにずいぶん
きれいに会話ができるのね。

ナ：最新鋭のAIと音声技術の賜物です。

日本語はもちろん、外国語として教え
られている各言語、さらには、

スワヒリ語で学ぶ現代物理学入門

� （工・２　ペルガエ）

ゴリラ語ＩA� （経・３　剣心）

ナ：のように、こちらに登録されている
講義において扱われる言語にも対応し
ています。

京：対応言語広すぎじゃないかしら。明
らかに人の話す言語じゃないものまで
混ざってるじゃない。でも、ここなら
面白い講義もたくさんありそうね。他
にどんなのがあるのか教えてよ。

ナ：そうですね。こんなのがあります。

スポーツ実習：学食の座席争奪

� （工・２　酒粕さん）

京：それ、スポーツと呼んでいいのかし
ら。大体、食堂の空き席なんて、１人
で行って空いてるところに座ればそれ
で十分でしょう。普通のはないの？
ほら、人社とか自然とかそういう……。

ナ：京子さんは現在１年生ですよね。こ
れを受けてみるのはどうでしょう。

チャレンジ１年生　小学講座

� （工・２　ソラッピ）

京：いや、違う１年生よ、それ！ 何で
また足し算引き算からやらなきゃなら
ないのよ！

ナ：まあまあ。ランドセルの精やあの二
人組と一緒に学べば楽しいですよ？

京：そんなわけないじゃない。話になら
ないわ。もういい、自分で探すわ。あ
ら、ゼミ形式もあるのね。

アブラゼミ� （工・３　さかてぃ）

京：……。
ナ：どうしました？
京：ここってこんなのしかないわけ？
ナ：とんでもない。もう少しまともなも

のもちゃんとありますよ。大学生活に
役立ちそうな講義というと、以下のよ
うなものが多数登録されています。

単位取得技術論（実践）

� （農・院　フラボノイド）

過去問作成学概論�（理・４　C-maker）

楽単創造論Ｉ� （文・１　鞄）

単位の取り方講座・実践編

� （工・２　L‐あすこる.）

京：教育上どうなのよこれ。って、よく
見たら全部学生主催じゃない。何でこ
んなにたくさんあるのよ。同じような
ことを考える学生多すぎよ！

ナ：先ほどから文句ばかりですね。私の
行動分析によるとあなたのようなタイ
プの人間は周囲から孤立する可能性が
あります。そんなあなたに

コミュ力増強演習Ⅲ

� （農・３　レポートつらい）

ナ：で他人との話し方を練習するのをお
すすめします。

京：こんなの、私には必要ないわ。余計
なお世話よ、まったく……。

ナ：おっと、そうでしたか。これはこれ
は失礼しました。

京：（でも、ああは言ったものの実際そ
の通りなのよね。友達もいなくて、た
だ単調な日々の繰り返し……）あっ、
これって……、そう、これよ！

ゴリラ好きによるゴリラ好きのための

ゴリラ学� （法・２　さびしがり屋）

ナ：どういうことでしょう？
京：さっきは強がっていたけれど、私に

は友達がいないわ。でも、孤独に打ち
勝つ強さがあれば、友達なんかいらな
いはず。ゴリラって強いんでしょう？

ナ：えっ。まあ、確かに強いですね。こ
のシラバスにもあるとおり、500キロ
ある握力をはじめ、非常に力が強いで
す。しかｓ

京：ほら、やっぱり強いじゃない！ 私
の求めていた講義はここにあったの
よ！ ついでにゴリラ語も覚えるわ。
この強さが私の未来を変えるはずよ！

ナ：え、ちょっと待ってくださいよ、ま
だ話は終わって……。

京：それじゃ、やりたいことも見つかっ
たし、早速行動よ。さよなら。

PC画面：＜ログアウトしました＞
ナ：……まったく。「ゴリラは群れで行

動するうえ、メンタル面は相当弱い」
とシラバスの後半に書いてあるのです
が、聞かずに行ってしまいましたね。
シラバスは最後まで読みましょう。京
子さんが本当に受けるべきは、

KULASIS使い方概論

� （文・２　ボール）

ナ：だったのではないのでしょうか……。

？

▼取材ではおいしいパンとお菓子をたく
さん試食させていただきました（心も体
もおなかいっぱいになりました；林檎）
▼とりっくおあとりーと！
�（とりあえずお菓子ください；そると）
▼周期表という１枚の紙が見せてくれる
世界、ぜひ見てみてくださいね。

（専門用語を使わずに京大生全般に向け
て文章を書く難しさ；レルム）
▼未熟ながらもこれからよろしくお願い
します。�（少しずつ行きましょう；月歩）
▼クロスッテ、苦

ク ロ ー

労スルンダ！
� （朝飯前だと思ってた；あさげ）
▼五条坂の下見に行ったら一目惚れした
ビアマグがあって、買ってしまいました。

（普通のものより泡持ちがいいそうです；
砂場）
▼最近、放浪癖がついた。�
� （目指せ全国制覇；焼き饅頭）
▼相手は「切れ字」と言っているのに「切
れ痔」と変換してしまう私の脳
� （本当に悲しい；トマト）
▼欲しいCDがたくさん。ブ○クオフに
あさりに行こうかな。（でも当分はお金
がないので友達に借ります；ショプロン）
▼再試いっぱい夢いっぱいとか言ってた
時期もありました。
� （夢もチボーもねえや！；モロボシ）
▼今月はハロウィンがあるということで、
いつもと違う装いをしている所が２つあ
ります
�（良かったら探してみてね！；編集長）

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：あさげ）

６月号の当選者
正解：シンメトリー

応募総数� 106名
正解者数� 105名

・井口富士夫　様� （他）

・大塚　香苗　様� （総・２）

・岡崎　健人　様� （理・４）

・岡村　弘樹　様� （文・院）

・川島　拓弥　様� （理・１）

・笹倉　啓佑　様� （工・院）

・濱田　勇輝　様� （薬・４）

・薬師寺由尭　様� （工・３）

・弥栄のどか　様� （教・１）

・山中　雄太　様� （工・院）
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歯の付いた木製の履物

賭博でやってはいけないこと

浜辺の借りぐらし屋さん

あまり大きくない火災

生まれたときから生えている毛

狂言の題材になった有毒の植物

このときに船を出すと危険

神仏を祭る小さな建物

バレエ音楽「○○○○○人形」

大和朝廷に背いた九州の集団

現場で証拠収集を行う警察官

はげしく攻めたてること

弦楽器。ロック音楽の必需品

非常に珍しいこと

上司を英語で言うと

イネ科の多年草。世界各地に分布
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歌や舞いで宴を盛り上げる女性

感情的に暴れまわる集団

多いか少ないか

大雨が降ること

将棋で勝負を決しないまま一時休

止すること

病院で手術を主に行う部門

歌舞伎において役者の表情を強調

するための独特の化粧法

陶芸品を焼いてつくるところ

西を向いて北のある方向

人が多くさわがしいさま

木に積もった雪の呼び方

ものの中心部

不動産などの長期賃貸

容貌の優れた品のある男性

・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。� （10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。

20

クロスワード簡単にしてクレメンス。� （工・院　SSK）
⇒簡単にしてみたよ(^o^)さくっと解いてね♪� (難易度★★★★☆；編）

ウルトラ…� （工・院　キイロイヒト）
⇒そうだね、プロ〇インだね。� （私自身は脂肪ばかり；編）
�


