
―５月２日、１限、講義室

教授（以下、教）：はぁ……

だれもこない……（工・院　ちのぱん）

教：覚悟はしてたけど、まさか本当にだ
れもこないとは。このままここにいて
もしょうがないし、もう

かえりたい� （工・２　ありさん）

教：なあ。今からでも休講にするか……。
女子大生（以下、女）：（ガチャッ）あれ、
今日って休講だったっけ？

教：おや、よく来たね！
女：うわ、せ、先生、いらしてたんです
ね。おはようございます。

教：おはよう。ただ申し訳ないんだけど、
見ての通り君以外に学生がいなくてね。

今日はもう休講にしようかと思ってい
たところなんだ。

女：いえ！ せっかくの授業時間がもっ
たいないです。

（新しい元号について90分間語る）
� （農・院　ポン酢）

女：といった内容でも構いませんので、
先生の講義をお聞かせ願えませんか。

教：ははは、まじめだね。毎回かぶりつ
きで授業を聞いてくれているだけのこ
とはある。

女：とんでもございません。
教：そんな君の要望に応えたいのはやま
やまなんだけど、さすがにこの状況で
授業を進めるのは、ちょっとはばから
れるんだよね。

女：気にすることはありません。ゴール
デンウィーク明けの授業で

先週の講義でも扱いましたが
� （情報・院　がんしー）

女：と一言いえば、それで十分かと。
教：君なかなか過激だね⁉
女：せっかくの先生の授業に出席しな
かったのですから、当然の報いです。

教：おお、なんか……ありがとう。でも
ね、学生のやる気がないのは連休中に
限ったことじゃない。連休明けだって
そうだろう？

女：確かに

ゴールデンウィークが明けると学生が
３分の１になりますね�
� （工・３　Soso）

教：そ、そんなに減るかな？ まあそこ
でね。今後も学生に継続的にやる気を
出してもらうには、どうしたらいいと
思う？

女：そうですね。でしたら休み明けの授
業のはじめに

君を退屈から救いに来たんだ。
� （農・院　白詰草）

女：と言うのはどうでしょう。かなりの
効果が期待できると思いますが。
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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：徳太）

１月号の当選者
正解：キンガシンネン

応募総数� 75名
正解者数� 73名

・上田　裕也　様� （教・４）

・松林　諒　　様� （工・３）

・薬師寺　由尭様� （工・院）

・槇塚　太紀　様� （農・２）

・村瀬　祐樹　様� （工・４）

・辻　　創太　様� （工・３）

・本間　拓貴　様� （工・院）

・隅田　長門　様� （工・１）

・井口　総太郎様� （工・１）

・岩田　一輝　様� （経・１）
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衣食住について学ぶ科目
大学院に入るための試験の略称
大学において新入生を迎え入れる
期間の略称
家に帰ってきてからの第一声
芸子になるまで修行中の少女
入学してから経った年数を表す
変わること。四季の○○○○
筒子・索子・萬子で同じ並びの順
子または刻子をそろえてできる麻
雀の役の略称
身分が低く、取るに足らない武士
旅行などに持っていく鞄
実物になぞらえて作られたもの。
モデルのこと
本人が自分で書くこと
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物事がわかること
都市近くの、店や小工場などが多
く集まる町
天体の観測を行う施設
物事が始まること
原稿を書き直すこと
簡単になること
「秋刀魚」と表記される魚
謀反を起こすこと。○○○を翻す
脂がのったマグロの身
蝶や蛾の幼虫で毛の無いもの
地中に埋め、踏むと爆発する爆弾
リップ、チーク、マスカラなどの
総称
ふりかかってくる不幸なこと
物を書いたりするための台

・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。� （５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

春よ来い。� （農・２　ぺんぎん）
⇒うかうかしていると、灼熱の夏が襲ってきますよ� （熱がすごい；編）



FROM EDITORS

教：ぷっ、あはは！ いや、意外だな。てっ
きり君はまじめ一筋だと思っていたけ
ど、そんな冗談も言うんだね。

女：あ……お気に障りましたか？
教：いやいや、そういうユーモア、僕は
好きだよ。たださすがにちょっと恥ず
かしいかな。

女：……お気遣いありがとうございます。
でしたら、今から中間試験を行いま
しょう。そして休み明けには

ゴールデンウィーク中にあった授業み
なさん来なかったので中間テストを行
いました。� （工・４　なかつ）

女：というのはどうでしょうか。アメが
だめならムチということで。

教：さっきより過激になってないかい⁉
というか僕問題作ってないし！

女：さらに、

GW以降は１回の欠席の失点を以前の
３倍にします。�
� （理・４　仮想実装不可避）

教：やめて！ むごい！ それで単位取
得率が１桁とかになったら本当に笑え
ないから！

女：う、確かに……そうですよね。では、
中間試験を行うのは休み明けすぐの授
業にしましょう。抜き打ちで試験を行
えば、普段から勉強しているかどうか

わかります。まあ抜き打ちとはいえ、

ゴールデンウィーク中はたくさん勉強
できたと思いますが（理・３　トトロ）

教：うーん、みんな君みたいにまじめな
学生だったらいいんだけどね。おっと、
もうこんな時間か。次の予定が控えて
いるんだ、そろそろ行かないと。急に
切り上げてしまって申し訳ないね。

女：いえ、私にはお構いなく。次の授業
ではぜひ

いつまで平成気分でいるんですか？
� （工・院　ファッツ）

女：と活を入れてください。
教：ああ、そうだね。今日は付き合って
くれてありがとう！ ちょっと急がな
きゃ、それじゃあね！ （バタン）

女：……（あああ憧れの先生と二人きり
で……！ でも緊張しまくって言葉使
いガチガチだし、妙なことばっか言っ
ちゃうし、絶対変に思われたよぉ！
でも、幸せだったなあ……今日授業に
きて本当に良かった……！）

教：（ガチャッ）あ、まだいた！ 君！
女：ひえっ⁉
教：今日２人で話せて楽しかったよ！
次の授業でもよろしくね！

女：え……ウッ（卒倒）
教：あれ？ ちょっと、大丈夫かい⁉

『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

卒業の安否はCMの後� （工・４　Dedenne）
⇒C：死にそうな� （M：待ち時間；編）

▼『スパイダーマン：スパイダーバース』
を観ました。映画館全体ですすり泣きの
音が響いていました。（僕もすっかり涙
腺緩くなっちゃったなあ；小市民）
▼映画ですか、自分は小市民といっしょ
に『リズと青い鳥』を観たのが最後です
ね（心を打ちのめされてその日１日立ち
直れませんでした；伝書鳩）
▼記事執筆中にカンピロバクターの猛攻
を受け、大変な目にあいました。皆さん
も気をつけましょう（賞味期限が１年以
上過ぎたドーナツを食べながら；徳太）
▼岩本さんの面白さ、気さくさは伝わり
ましたか？ 伝わっていなければ僕の責
任です……。（どうか行間からがんばっ
て読み取ってください!!；綿）
▼京大生のファッション事情を調査しま
したが、自分の好きなファッションが一
番おしゃれですよね。（らいふすてーじ
も京大生も十人十色；三郎）
▼これを書いている今日、ちょうど元号
の発表がありました。編集部員のみんな
釘付けでしたよ。（平成に作って令和で
配る今月号；針鼠）
▼久しぶりに編集後記で文章かけるよぉ。
書きたいことがいろいろあって全部詰め
込みたい（けど、何を書くか決められず、
スペースなくなる；裕三）
▼裕三はそんなに編集後記を書きたいん
ですね。それなら仕方ない、編集長の代
わりにここを書いてもいいでしょう（え、
怠慢？ ギクッ；編集長）


