
美香子 (以下、美）：あーやっと終わった。
テストお疲れさま。

大輝（以下、大）：お疲れさま。まさか
美香子と同じ授業取ってるとは思って
なかったよ。割と理系の内容なのに。

美：作図とかは文系の私でも好きだから
ね。でも今日定規忘れちゃってさ、長
さ測らなきゃ解けない問題出来なかっ
たんだよね。

大：おー、偶然だね、俺も忘れちゃった
んだよ定規。でもどうにかなったよ。

美：え、本当に？ あの10センチ測る
問題だよね。定規ないとできなくな
い？

大：いやいや、

そんなこと言うまえにノギスで測れよ
 （工・院 セリウムといっしょ）

美：ノギスなんて普段から持ってるわけ

ないでしょ！ 持ってるの大輝くらい
よ、理系なんだし。

大：嘘だよ。理系だからっていつも持ち
歩いてるわけないじゃないよ。今日
だって持ってきてないし。

美：あ、なんだ。え、じゃあどうやって
解いたの？

大：想像して解いたよ。たとえば

10⁹Å （工・院 ミファーの祈り）

大：って言われたらイメージできない？
美：それむしろわかりにくくなってるわ
よ！ そんな単位私使ったことないわ。

大：冗談だよ。さすがにそこまでこじら
せてないよ。

美：もう……。大輝はそうやってすぐ嘘
つくんだから……。小さい頃から付き
合わされてるからもう慣れてるけど。

大：ごめんごめん。本当はね、俺の

シャツのインしてる部分の長さ
 （工・院 クリスタル）

大：がだいたい10センチぽかったから、
それ使ったよ。

美：大輝にしては賢い方法ね。なんかもっ
とぶっとんだことしたのかと思った。

大：たとえば？
美：そうねー、近くに座ってた人の

ヒールの高さ （工・院 ササキ）

美：を見て参考にしたり、自分の

脚の長さ （工・院 タージャーハオ）

美：から推測したりしてそうだなあ。
大：さすがにそこまで変なことはしない
よ。あと遠回しに足短いって言ってる
よね……。ひどいなあ……まったく、
俺を何だと思ってるんだ。

美：昔から変な子だったじゃない。夏休
みの自由研究ですごく振り回されたの、
今でも覚えてるんだからね。

大：え、何それ。そんなことあったっけ。
美：覚えてないの⁉ 信じられない……。
大：えー……俺何したんだっけ。
美：大輝、小さい頃から算数が好きだっ
たからさ、
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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：めだか）

６月号の当選者
正解：ジューンブライド

応募総数 84名
正解者数 81名

・渡邉 哲 様 （工・教）

・村瀬 龍 様 （工・院）

・平野 夏帆 様 （エネ・院）

・西岡 正明 様 （人環・院）

・井原 直紀 様 （農・１）

・篠原 偉 様 （工・１）

・鈴木 結子 様 （農・１）

・原嶋 紘生 様 （理・１）

・市川 英和 様 （工・院）

・吉留 雄太郎様 （農・３）
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侵入窃盗の中で最も多い手口

京の着倒れ、大阪の〇〇〇〇〇

外心、内心、垂心、傍心、あとひ

とつは？

正解、合格などを表す記号

魚へんに「思」

ある地域の地域性を論じた書籍

笑うと来るもの

五山の送り火で最初に点火する

「吹上」「山吹」などにかかる枕詞

「の」は目、「も」は？

数を数えるのに便利な漢字

閉じこもったり打ち破ったりする

もの

〇〇〇武装、〇〇〇物理学

ラストエンペラー
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「次」「歌」などの部首

取っ手の付いた大きなカップ

日本最大の半島は○○半島

１対１の競り合いを表す言葉

徳島名産の柑橘類

逆の対偶

フォアボールで１点入ること

漢字で書くと「灰汁」

天気記号では丸の中に縦棒

クレーターの主な原因

ネギを背負ってくる生き物

英語ではアンカー

西暦800年に王国から帝国に

絶対値が最も小さい整数

クロスワードを解くのに必須

ストア派の創始者

・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。
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先生方…単位をよこせええええええええ。 （他 ゆうはみかくとう）
⇒学生ども…命を燃やせええええええええ。 （（京大生の）日常；編）
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点Ｐが10秒で移動するキョリ
 （理・2 トム）

美：を本当に測りたくてそれっぽい装置
作ってたじゃない。
大：あー。思い出した。１人で作ろうと
思ってたんだけど思いのほか難しくて、
美香子に手伝ってもらったやつか。
美：そうそう。まったく、人使い荒いん
だから。しかも夏休みも終わる頃に急
に言われて、宿題終わって遊ぼうとし
てたのにわざわざ手伝ったんだから
ね？ おかげで

夏休み明けのやる気
 （人環・院 ぽんつよ）

美：１ミリも出なかったんだから。
大：やー……今考えたらだいぶ申し訳な
いことしたかもな……。
美：……大輝じゃなかったら絶対断って
たんだから（ボソッ）。
大：ん？ 今なんか言った？
美：な、何も言ってないわよ。
大：そっか、ならいいや。にしてもよく
覚えてるね、昔のことなのに。すごい
記憶力だね。
美：別にいいでしょ、覚えてても。覚え
てなかった大輝よりはマシよ。
大：なんかちょっと怒ってる？
美：そんなことない！
大：本当かなあ……。あ、話を戻すけど、

10センチ測らなきゃ解けなかった問
題、あれ意外と簡単だったよ。

美：え、そうなの。
大：うん、だから美香子も自分で長さ想
像して書けば良かったのに。

美：そうなんだ、失敗したな……。
大：美香子にとって10センチってどの
くらいなの？

美：うーん、

「髪切った？」って気付いてもらえる
下限のながさ （工・1 さかな）

美：とかかな。だってそのくらい切らな
いと大輝気付いてくれないし。今日
だって、私が前髪少し切ったの気付い
てないでしょ。

大：え、そうなの。全然、気付かなかった。
美：もう……本当に鈍感なんだから。
大：悪かったって。でもさ、10センチっ
て微妙な長さだよね。長くはないけど、
かと言って短いわけでもないし。

美：そうね……遠くにいるわけではない
のに、決して近くにいるわけでもない、
まるで

あなたとの距離 （文・3 銀）

美：みたい……なんてね。
大：ん？ 何か言った？
美：どこまで鈍感なの！ もう知らない
んだから！

▼「あなたとの距離10センチ」って正
直めちゃ近いですよね。えっ？ そう
思ってるのぼくだけ？ （これが恋愛経
験の差ですか……；小市民）
▼10月といえば、運動会の季節ですね。
あの頃に戻って遊びまくりたいなんて
思ったりします。（体が追いつかないの
は確実なんですが；みかん）
▼試験期間中にネット将棋してたら三段
になりました。試験期間のほうが諸々捗
りますよね。（一将棋ファンとして今回
の記事に関われて幸せです；わがし）
▼将棋ファン２号です。僕もネット将棋
で三段なのですが四段への道のりはまだ
まだ遠そうです（この間わがしに負けま
した；めだか）
▼後期が始まりましたね。夏休みにやり
たいことリストの消化率は８割くらいで
した。来年は100％取りたいですね。（出
来なかったこと：フル単；帯祭）
▼京都で暮らして20年。まだまだこの
町も知らないことだらけです。（人生の
道にも通り唄が欲しいですね；狭韋）
▼巻頭のインタビュー記事のタイトルは
山口さんの直筆です（快く引き受けてい
ただきありがとうございました；日和）
▼猛暑や豪雨など天災が多かったですね。
（穏やかな冬が来ますように；針鼠）
▼私事ですが、10月は私の誕生月です！
わーい∩o･ω･)∩ちなみに、編集部内の
10月生まれは他に１回生３人だけでし
た。（多忙な編集長の代打；副編集長）

『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、お待ちしています！
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

絶対にはみださない （工・院 まる）
⇒残念、今月もはみだしちゃいましたね （これからもどんどんはみだしていきましょう！；編）




