FROM EDITORS
か行かないだろうし……。てかそもそ
もこんなの11月祭に来る理由にはな
らないよ……）

みさと

ひろき

豪雨でも授業に出席

（情報・院

黒猫の三角）

大：してるよ。
京：まあ、それは素晴らしいですわね。
私なら雨の日は用事をすべて使用人に
任せて一歩も外に出ませんわ。
大：たしか高校の頃も雨の日はいつも欠
席してたね……。そういえば、もう
すぐ京大で11月祭があるんだけどよ
かったら来ない？
京：それなら知ってますわ。でも、あい

にく社交パーティーと日にちが重なっ
てますの。
ない。
（法・４ よねた）
大：えぇぇぇぇ。パーティーよりも11
月祭を優先……なんてしてくれないよ
大：えぇぇぇぇ。
ね……？
京：でも、聞いたところによると京大生
京：京大についてあまり知りませんの。
は
実際京大ってどんなところが良いのか
しら？
趣味が多彩
（理・３ トトロ）
大：（京大の良いところ……個人的には
京：らしいですわね。たしか大生くんも
服装が雑でも許される

（農・１ おいすたー）
食品購入でポイントがたまる

（薬・５ 燐）
大：ところだけど、京さんは年中ドレス
しか着ないだろうし、他にも
京：って楽しそうにSNSに上げてたわね。
大：京さん僕のSNS見てたの!?
お茶のみ放題の食堂が好き
京：ええ、毎日使用人にチェックさせて

（工・３ まろやかバナナ）
いますわ。同じ趣味の人がいて嬉し
かったのよ。
大：だけど、京さんは高級レストランし
大：同じ趣味……？ 京さんもポイント
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：伝書鳩）
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タテのカギ

ヨコのカギ

１. 流れが細い○○○○の滝
２. ○○画、会○○、○○算
３. 強じん性、丈夫さくらいの意味
４. 講義中はこれに座る
５. 「土ぼこり」を指す色の名前
６. 梅酒、りんご酒、あんず酒など
８. 乗り物に乗れる上限の人数
11. サタンが堕天使に堕ちる前の名
前を、英語読みで
12. 船を左に曲げるには
14. ランキング＝○○○○付け
15. 片目を閉じて、お茶目に！
17. 海洋の対義語
19. みるものか、叶えるものか
20. ネギとセットにされる鳥

１. 京大では試験対策委員を略して
こう呼ぶ
５. 田んぼに立っているアレ
７. 今あなたが見ている冊子
９. 長距離を泳ぐにはこれがうまく
できることが必須
10. ロシアの小説家。代表作に『戦
争と平和』
13. 死に際を指してこう言う
16. 人類の起源はこの大陸にあるん
だとか
18. 負のスパイラル
21. もう１つ穴が開くとビンゴ
22. ものの名前のこと。あるいは口
実や建前のこと

分散計算できないやつ（笑）
⇒分散をなんとか乗り越えても
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正解：コウスイカクリツ
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応募総数 63名
正解者数 62名
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７月号の当選者
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・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。
（11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。

みたいだー！
なー？

品を全部買ったら何ポイント貯まるか

京：先程から何を黙ってらっしゃるの？
大：え、あ、なんでもないよ。
（京さん
の価値観わかんないなー。イメージか
ら探るかー）京さんって京大にどんな
イメージ持ってる？
京：京大のイメージ……

京：ごきげんよう、大生くん。
大 生（ 以 下、 大 ）： え、 あ、 京 さ ん！
高校の卒業式ぶりだね！ リムジンに
乗ってるだなんてさすがだね……。
京：京大に入ったんですって？ 大学生
活はいかが？
大：楽しすぎて

大：京さんと11月祭デートだなんて夢

を貯めてるってこと……？
京：そうですわ。店頭で販売している商

・北島
・前野
・田中
・小林
・井上

和彦
温志
和喜
真己
亜星

・矢野 健司
・瀬田 孟仁
・高村 俊哉
・西本 尚矢
・辻 創太

を予想して使用人と正確さを競うのが
好きなんですの。
大：ポイントの楽しみ方っていろいろな
んだね……。
（それが同じ趣味ってど
ういうくくり方してるの……）
京：11月祭に行ったら一緒にポイント
ゲームしてくださる？ 大生くんとで
きるのなら喜んでパーティーよりも優
先しますわ。
大：う、え!? え、も、もちろん……！
（こんなことってあるー!?）
京：嬉しいわ！ それと京大は



校内を自転車で移動できる
（工・３

Soso）

京：と聞いたのだけど、よければ一緒に
自転車に乗って校内の案内もしてくだ
さらない？ 最近リムジンや馬車ばか
りで飽き飽きしてるの。
大：う、うん！ （ほんとは一緒にリム
ジンに乗りたいけど……）
京：ありがとう。約束ですわよ！ あら、
ずっと停車してるせいで大渋滞になっ
てるみたい。そろそろ失礼するわ。
大：ほんとだ……。11月祭、忘れない
でね！
―大生、帰宅―

和の

も泣かなかったので私はエイリアン
（キャッチコピーも考え物；雪鯨）
▼つまり泣いた私はヒューマンですね、

『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。たく
さんの投稿、お待ちしております！
らいふすてーじ編集部ではTwitterで
月ごとに記事紹介をしているほか、Web
ページにてバックナンバーを公開してい
ます。
また、ご意見などはE-Mailでも受け付
けております。どうぞご利用ください。
Twitter:@ksgi_lifestage
Web: www.s-coop.net/lifestage/
Mail: ksgilifestage@s-coop.net

（工・４）
（薬・２）
（医・３）
（工・院）
（工・３）

※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。

（工・３ まろやかバナナ）
（相関係数というラスボスが待ってますよ；編）

そういや高校の頃、京さん昭

▼狭韋さんが紹介している本を読んで

初耳です。エイリアンかと……。（今月
チェックシャツが似合う
は私の初記事があります；渡舟）

（他 匿名希望）
▼僕は初めてこの本を読んだ時、泣くと
いうより、感動で震えました。今でもこ
大：アイドルが好きって言ってたっけ？
の本が大好きです。（それでも僕はエイ
あと体育の時間に僕の
リアン；狭韋）
▼そうなるとドライアイで涙が足りてな
中途半端な長さの白くつ下
いので私もエイリアンですね……（眼科

（農・３ ぼんじん）
に行きたい人生だった；たらく）
▼鱗祭で紹介した本が絶版で吉田ショッ
大：が面白いってほめてくれた気がす
プに置いてもらえませんでした……。
る！ 全身チェックの袖と裾の長さが
（吉田南図書館にはありますよ；青椿）
中途半端な服にしようかなー！
▼十人十色と十人十色な本紹介を楽しん
でいただけたら幸いです（文は書くのも
読むのも楽しい・ω・；平太）
―トゥルルルル（京からの電話）―
▼アイコンの花は何だかわかりますか？
（一青窈さんの代表曲と同じ名前のやつ
大：もしもし京さん？ どうしたの？
ですよ；裕三）
京：大生くん……実はね……。
▼浜村渚の計算ノートは７月に最新刊が
大：（え!? これはもしや……告白!?）
出ました！ 久々の長編シリーズです。
京：11月祭の日にちを勘違いしていま
（ぜひ読んでね；一沫）
したの。その期間はビバリーヒルズの
▼皆さん鱗祭りに埋もれかけの組紐を、
別荘に泊まった後、ドバイに行って
いいなずけ
ぜひ作ってみてくださいね！ （絶好の
許婚とヘリコプターから夜景を楽しみ
ますの。だからそちらへは行けないわ、 暇つぶしになります；三郎）
▼最初で最後の単独執筆でした泣（そし
ごめんあそばせ。
大：へ、へ、へーそーなんだー、あははは、 て写真がしっかり本誌デビュー；楽和）
▼いつになくキツキツな編集後記ですね
残念だなー。（今から京大の店の商品
（恐るべし鱗祭；みかん）
全部買ってやけ食いしてやるー！）
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（他）
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（情報・院）
様 （農・院）
様 （工・４）
様 （理・３）
様
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どんな服着ていこうか

そろそろオンバリュー券、欲しい。
⇒信じる者は、救われる。

（工・３ へび）
（はみだしすてーじありがとう；編）

