
―ゴリラたちの新年会にて―
ゴリラの長老（以下、長）：皆の衆、あ
けましておめでとう。
ゴリラの衆：おめでとうございます！
長：今年は子

ねどし

年か、さぞネズミさんたち
は活躍しているのだろうのぉ～。我々
ゴリラが干支に入れないのはどうした
もんじゃろうか。そこで今日は皆から
我々ゴリラが干支に入るための案を募
集する。何かないか？
ゴリラ１：干支が12種ってのは変えら
れないっぽいんで、

猿に変装する　（工・院　干支ゴリラ）

ゴリラ１：のはどうでしょう？
ゴリラ２：いや変装だけじゃだめだよ。

見た目かぶってるサルとタイマンはる
（工・院　武田剛）

ゴリラ２：くらいのことはしないと。
ゴリラ３：えー！ サルよりも

ウサギを新興宗教に入信させ、その間
に乗っ取る　　　（農・院　つとめて）

ゴリラ３：とかどう？ あいつらすぐに
引っかかりそうじゃない？

長：いくら干支に入りたいからといって、
他の動物を陥れるようなやり方はした
くないのぉ～。

ゴリラ４：じゃあ、干支に入るレースで
イカサマしたネズミみたいに、

牛の背中に乗る
（工・院　rpg探検隊員）

ゴリラ４：と、いつのまにか干支に入れ
るとかないかな？

ゴリラ５：僕たちが乗ると牛が潰れてし

まうから駄目だよ。そうじゃなくて

「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・
ゴリ・戌・亥」を流行らせる

（文・４　Zephyros)

ゴリラ５：と、いつのまにか干支に入れ
るんじゃないですか？

長：皆、「いつのまにか干支に入れる」
とか、希望的観測ばかりで頼りない
のぉ～。しっかりしてくれんか！ も
う、わしが

体を売る　（工・３　クロロベンゼン）

長：ぐらいの犠牲はやむをえないのでは
ないか！

ゴリラ６：いや、長老は売れるほどの体
してないじゃないですか、無理しない
でください。

長：そうかの？ まだまだいけると思う
んじゃが……。
―ネズミが通りかかる―
ネズミ（以下、ネ）：あ！ ゴリラさん
たち、あけましておめでとうございま
す。新年早々深刻そうな顔で何を話し
合ってるんですか？

長：おぉネズミさん！ ちょうど今、我々
ゴリラもあなた方のように干支に入る
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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：余白）

11月号の当選者
正解：ペナルティーキック

応募総数� 58名
正解者数� 56名

・小川　拓実　様� （理・４）

・黒田　航一　様� （理・３）

・髙瀬　祥吾　様� （工・院）

・高橋　千宙　様� （工・４）

・竹本　貴世子様� （農・院）

・谷川　巧真　様� （工・院）

・則竹　翔太　様� （農・院）

・真鍋　光平　様� （理・院）

・水谷　みらい様� （農・２）

・渡邉　哲　　様� （工・教）
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太鼓を叩く時に使う棒状の道具
クローバーの和名
人口調査。農業や工業など、国勢
について行う統計調査を英語で
およそ1：1.618。数学で最も美し
い比率とされる
鉛筆の硬度でHとHBの間を表すア
ルファベット
ゴリラ・チンパンジー・オランウー
タンなど
足の裏、親指の付け根の膨らんだ
部分
節分の夜、鰯の頭とともに門戸に
飾る
長さの単位。１尺の10分の１
50円硬貨の表面に描かれた植物
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中国、前漢の歴史家。『史記』の著
者として知られる
擦弦楽器の一つ。ビオラより１オ
クターブ低く調弦される
儒教の八徳は仁・義・礼・智・忠・
信・悌とこれ
５人制のミニサッカー。フィール
ドはサッカーの９分の１程度
常温で液体である唯一の金属元素
エンゲル係数は家計の消費支出総
額に占めるこれの割合
アメリカのAAASが発行する科学雑
誌。1880年創刊
寝ているときにみるもの
核酸のアデニン・グアニンなど
「秋」、「科」などの部首

・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。� （１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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NFは中間テスト勉強で露と消えた� （総人・１　ンョ゛ハー゛）
⇒白玉か何ぞと人の問ひしとき露と答えて消えなましものを� （「露と消えた」と聞いたらこの歌がすぐに出てきました。；編）



FROM EDITORS

ためにはどうすれば良いかを話し合っ
ていたんですよ。
ネ：そうだったんですね。でも干支に入っ
ても良いことはないですよ。去年の年
末からずっと引っ張りだこで忙しくて
忙しくて。ま、12年に一度だけの辛
抱なんで全然良いんですけどね。多分
無理だと思うんですが、譲れるならゴ
リラさんに干支の座を譲りたいぐらい
ですぅー。
ゴリラ７：あのネズミのやつすっげーマ
ウント取ってきてむかつくな……。（ヒ
ソヒソ声）
ゴリラ８：あんなやつでも干支に入れる
んだから俺らも

マウントをとる　（工・院　ソラッピ）

ゴリラ８：と干支に入れたりしない？
ちょっとやってみようかな……。（ヒ
ソヒソ声）
ネ：え？ なんか言いました？ じゃあ
私は忙しいのでここでお暇

いとま

しますね！
―ネズミ、帰る―
ゴリラ９：ネズミのやつめ……。腹立つ
なぁ～。もう、

干支に入れなくても人生なんとかなる
（理・３　リブロン）

ゴリラ９：んだし、干支に入るという夢
は諦めるしかないのかなぁ……。

ゴリラ10：弱気にならないで！ 人生
は関係ないよ、僕らはゴリラ生なんだ
し！ そうだ、良いこと思いついた！

SNSで仲間をつのった上で国会前で
デモ　　　　　（総人・１　タロマロ）

ゴリラ10：をしようよ！ 今ならまだ
遅くないよ！

ゴリラ11：やめて……、それはコンプ
ライアンス的にアウトだよ……。そう
いえばうわさで聞いたんだけど、京都
大学ってところの総長さんが、我々ゴ
リラの研究をしているんだって。だか
ら、その総長さんは僕たちに詳しくて、
僕らの魅力をわかってくれていると思
うんだ。その

総長に取り入る　（理・４　イカ息子）

ゴリラ11：ことで、干支に入れるよう
にどうにか融通してくれないかな。

長：それが良いぞ！ よし、代表してわ
しが京都大学の総長に会いに行こう！
―総長室にて―
長：新年早々すみません。我々ゴリラは、
長年干支に入りたいと考えておりまし
て、どうにかあなたのお力をお借りで
きないかと思う所存でありまして……。

総長：あ～、そのことか、

無理すんな　　（工・院　テルル軍曹）

▼起：21歳のある朝、封印されしらい
ふの力に目覚めた編集部員の仕事は（編
集後記を書くこと！；小市民）
▼承：執筆承認と進捗は生えたけど、（記
事数はフツーのらいふぁー以下な男の子
は、；根子）
▼転：果たして編集長の「毎月記事を書
かなければならない呪い」を（解除でき
るのか!?；針鼠）
▼結：同人ゲーム『らいぶ・すてーじ☆』
好評発売中!!（商品情報は次号に期待；
日和）
▼たのしそーーーかわなきゃーーーー
（夢オチレベルですね；渡舟）
▼私は編集後記を代筆してもらっていま
すが……（みなさんはレポートを代筆し
てもらわないように！；余白）
▼大学生活の折り返し点がもうそこに！
インターンの勉強になりました。（皆さ
んのお役に立てれば幸いです。；一沫）
▼インタビューでは他にも様々なありが
たいお話を聞かせていただきました。（就
活……頑張らねば……；みかん）
▼十人十色のタイトルにいるゴリラは本
文に登場するゴリラの数と同じです。（総
長はゴリラに含めています。；三郎）
▼編集後記の代筆、うらやましいですね。
自分も残りを代筆してもらいます。（と、
いう夢を見たのさ；綿）
▼ウホウホ（訳：善良なる読者のみんな、
５月号の十人十色に投稿しよう！ 待っ
てるよ！；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

2310� （工・４　のび）
⇒11の素数階乗かな？ って理学部が言ってます� （文系の私はわからんからとりあえず3150！；編）


