FROM EDITORS
痛々しいなあ）

恋人いません （エネ・院

きゅーり）

女：って言ってる男子に手あたり次第告
白したんです。そしたら、最初に告白
した人からは
占い師（以下、占）：ようこそ、占いの
館へ。あなたの未来を導いて差し上げ
ましょう。（さーて、また適当な嘘言っ
て金を巻き上げますかね）
女子大生（以下、女）：初めまして、私、
京大に通ってるんですけど、最近悩み
があって。悩みっていうのは……。
占：ちょっと待って。あなたは人間関係
で悩んでますね？ （悩みなんて突き
詰めれば大体人間関係だしね）
女：え？ なんでわかったんですか？
占：私はプロですよ。そのくらいわから
ないはずがありません。さらに詳しく
言い当てましょう。あなたは友人、あ
るいは恋愛に関することで悩んでいま
すね？ （大学生の悩みといえばねえ）
女：すごい！ その両方で悩んでたんで
すよ！
占：これが実力というものです。占いに
関することなら、

私、失敗しないので
（農・３

こっこ）

女：実は不安だったんです。占いなんか
に行ったら変な風にだまされるんじゃ
ないかって。でも、占い師さんが実力
のある方でよかったです。
占：安心してください。私は真実しか言
いませんから。
（今まさにあんたをだ
ましてるんだけどね）
女：よかった、占い師さんがいい人で。
占：それで、恋愛の悩みというのは？
女：はい、私、京大の２回生なんですけ
ど、大学に入ったらとりあえず、
きらきらＪＤ

（農・２

みかん）

女：になりたくて。だからとりあえず、
彼氏を作ろうと思ったんです。
占：なるほど、よくわかりますよ。そ
の気持ち。
（大学デビューってやつね。

俺…男が好きなんだ♡
（農・３ たまごかけごはん）
女：ってフラれちゃって……。
占：それは災難でしたね。
（ちょっと待っ
て。無限に草生えるんですけど）
女：それで他の人に告白したら、今度は
私、女なんです （工・院

24

ぺんきち）

女：って言われて……。
占：なるほど、不幸なことでしたね。（目
ん玉どこについてんだこいつ？）
女：そういうこと繰り返してたら友達と
も気まずくなって。最近、友達からひ
どい嘘をつかれたんです。勉強につい
ていけるか心配で、相談したら、
京大の講義は全部楽単
（農・院 だいがく10ねんせい）

二重枠の文字を並
び替え、ある言葉を
完成させてください。
（出題：わがし）

タテのカギ

ヨコのカギ

１．ミリ⇒センチ⇒○○
２．行進したりして意思表示
３．山梨県＋長野県＋新潟県＝？
４．草食動物は360度近くある
５．無理して平気を装うこと
７．自らの行い。業。この善悪が後
に報いとなって返ってくる
８．パンの一種。イタリア料理
９．月桂樹なら栄冠、薔薇なら愛情
10．センター試験国語は、近代以降
の文章と○○○から100点ずつ
15．ベトナムの通貨
16．好みは人次第ということ。
『○
○食う虫も好き好き』
17．○○酔い、○○乗り、○○虫

１．NTTグループの前身の略称
さいろく
６．比叡山の西麓。叡山本線の終着
駅や瑠璃光院がある
８．京都の観光地。お酒で有名
９．春によく道端で見かける花。実
際は北米原産の帰化植物
10．四畳半より狭い茶室のこと
11．○○ビール、○○放送、○○卵
12．一二三上中下甲乙丙などの記号
13．フィギュアスケートで、２番目
に難しいジャンプの種類
・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
14. 出世魚、ボラの最終的な名前
入れください。
（４月末まで）
18．女の子は年頃になると皆美し
・正解者の中から抽選で10名様に生協オン
くなるということ。『鬼も十八、
バリュー券1,000円分を贈呈いたします。
○○○○○○○○』

友達できました。

女：だし

女：それでとりあえず、

１月号の当選者

睡眠学習で単位は取れる（薬・４

（工・４

燐）

うみみゃあ！）

に

風太
純弥
由似
航一
順平

様
様
様
様
様

（薬・４）
（工・４）
（農・院）
（理・１）
（工・１）

・竹原
・平田
・古渡
・細野
・三橋

凪人
泰行
彩乃
時由
凌太

様
様
様
様
様

（工・院）
（文・３）
（文・１）
（工・４）
（工・１）

女：って言われたから、毎回授業で寝て
たんです。そしたら、単位を全部落と
しちゃって……。そのことで友達を問
い詰めたら
記憶にございません
（工・４

高速みゅん）

女：って言ってしらばっくれるんです
よ！ ひどいと思いませんか？
占：本当に大変でしたね。（いや、自業
自得でしょ）
女：本当に困ってるんです。私、どうし
たらいいんでしょう？
占：……お答えします。それはすべて、
あなたの運気が逃げているから起こる
のです。あなたの悩み、というのはそ
れだけじゃないでしょう。もっと他に
運が悪いな、と思うことはたくさんあ
るはずです。
女：そういえば……。
占：言わなくても大丈夫。私にはすべて
わかっています。そんなあなたにおす
すめなのがこの幸運の指輪。
女：幸運の指輪？ それって効果あるん
ですか？
占：もちろん。これを買って以来

③記事名

『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。
らいふすてーじ編集部ではTwitterで
記事の紹介などをしています。
@ksgi̲lifestage
また、京大生協学生員会ではらいふ
すてーじの他にもさまざまな活動をし
て い ま す。 詳 し く は 以 下 のTwitterや
Facebookをご覧ください。
Twitter:@ksgi123
Facebook:
右のQRコードからどうぞ ▲Facebook

※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。

はみだし、十人十色、クロスワードの全部に名前が載ることを「三冠」って勝手に呼んでます。
（工・院 Sicilienne）
⇒なるほど！ いい呼び方ですね！
（編集部内でも使わせてもらうかも……！；編）

②鳥のトサカが１本多い

の「鳥（ちょう）
」が「烏（からす）
」に
（いくつ分かりましたか？；利休）
クロスワード毎回当たってる
▼４月といえば、ドラゴ○ボールですね。
（医・２ 権兵衛） ブウ編が最高だと思います。（クリリン
のことかー！；ヒムカ）
占：など、効果を実感する声がぞくぞく
▼ヒムカ君とは意見が合いませんね。僕
と届いています。
はフリーザ編が好きです。（セル編は人
女：すごい！ でも、お高いんでしょ？
造人間探しのシーンが好きです；小市民）
占：いえいえ、いつもは税込み40,000
▼ドラ○ンボール読んだことないんです
円のところを今ならなんと、税抜き
よね。ところでジョジョは三部が好きで
39,000円でのご提供です。どうです
す（まだ四部読んでない者並感；雪鯨）
か、あなたもおひとつ！ （これで商
▼屋敷さんをはじめとするNHKの皆様、
売完了！ ちょろいちょろい）
取材にご協力いただきありがとうござい
女：ふっふっふ。やっと正体を現したわね。 ました（おかげさまで、素敵な記事に仕
占：えっ？ もしかして……。
上がりました；道産子）
女：私は警察よ！ いたいけな大学生を
▼４月といったら桜ですね。昨年は雨で
だまして、高額商品を売りつけるあな
散ってしまった覚えがあります。（今年
たのことを調査するために不幸な女子
はきれいな桜がみれるといいな；日和）
大生のふりをしていたの。
▼ド○ゴンボールの話より新入生向けの
占：う……うそでしょ！
話をしたほうが有益では？（俺も７つ集
女：偽占い師、あなたを詐欺罪の容疑で
めて石油王になる夢を叶えたい；わがし）
現行犯逮捕するわ。ってか、あの演技
▼取材や原稿依頼にご協力くださった
でよくだまされたわね。間抜けにもほ
方々、本当にありがとうございました。
どがあるっつーの。
（私自身が参加して楽しかったので、読
占：許してください！ 絶対に
者の皆さんもぜひ参加してみてください
ね！；小夜）
もう嘘つきません！
▼編集部で○ラゴンボールをちゃんと見
（工・４ ばいとん） たことがあるのはなんとわずか２人でし
た（皆さんはどうでしょうか；編集長）

77名
77名

・板垣
・大川
・小宅
・黒田
・酒匂

の間違い探しの答えは、①太陽がバナナ

占：とか

正解：ドウソウカイ
応募総数
正解者数

▼らいふすてーじ新入生歓迎特別号P.71

留年の危機です…
⇒大学なんて４年で出なくちゃいけないものではないですからね

（工・２ くりりん）
（５年でも６年でも好きなだけ……；編）

