
新入生Ａ（以下、Ａ）：長い受験生活を
終えて僕たちも京大生か……。
新入生Ｂ（以下、Ｂ）：感慨深いわねー。
夢のキャンパスライフ……何をしよう
かな？
Ａ：サークルは決めたの？ やっぱりい
ろんなサークルがあるし、ちょっと珍
しいのに入りたいよね。
Ｂ：そうね……やっぱり京大に来たから
には

　魔剤同好会� （総・２　豆の呼吸）

Ｂ：かしら。
Ａ：えっ何それ？
Ｂ：知らないの？ 京大の魔剤同好会は
去年の「飲ハイ（清涼飲料水を飲んで
ハイになる大会の略）」で優勝するく
らいなのよ。
Ａ：明らかにやばすぎる……。

Ｂ：確かにこういう本格的なのは練習と
かやばそうね。

Ａ：いや、そういう意味じゃなくて。
Ｂ：じゃあ初心者でも気軽に始められそ
うな

　コロナワクチン研究会
� （教・院　とけい）

Ａ：絶対気軽に始められないやつ！
Ｂ：うーん。じゃあ、逆になにか入りた
いサークルってある？

Ａ：特には決まってないけど、ジャンル
で言えば「食べ物系」かな？

Ｂ：食べ物系ねー。今ちょっと調べてみ
たら京都大学には食べ物系のサークル
は……

　カリフラワー同好会
� （農・１　はりもっと～）

Ｂ：っていうサークルか

　食べるラー油研究会
� （人環・院　匿名希望）

Ｂ：っていうサークルの２つしか無さそ
うね。

Ａ：めちゃくちゃ偏ってるじゃん……。
Ｂ：ちなみに「学歴系」ジャンルは

　東京大学研究会� （農・１　白詰草）

　ハーバード同好会
� （薬・４　卒論やるぞ）

　学歴コンプから抜け出せない者達の集
い� （医・１　のり）

Ｂ：の３つあるわ。
Ａ：なんでそっちの方が多いんだよ！
ていうか学歴系ってなんだよ！ 他に
僕に向いてそうなサークルある？

Ｂ：そうね……

　三角測量によって、鴨川の等間隔の法
則を検証するサークル

� （薬・２　シュレディンガー）

Ｂ：みたいなひっそり陰でリア充を観察

ありそうでなさそうな
ちょっと
ありそうなサークル

？

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：真都。）

１月号の当選者
正解

応募総数� 51名
正解者数� 50名

・皆木　寛司　様� （理・６）

・森永　周輝　様� （工・３）

・長澤　茅予　様� （農・１）

・平岩　尚樹　様� （農・４）

・有本　佳祐　様� （理・１）

１.
２.
３.
４.
５.
６.
８.
11.
13.
14.

16.
17．
18.
19．
21．
23．

博士や博士号のこと
来た理由
ひ孫の子供
元素記号でAu
ぶらぶらと歩くこと
五・七・五・七・七の五句体の歌
コンピュータ将棋のAIの１つ
漢字で書くと「永遠」や「永久」
展示用の服を着せている人形
要領を得ないこと。○○をつかむ
ような
ニワトリの卵のこと
英語でchaos
失敗すること。海の○○○となる
実力などを厳しくためすこと
○○○部が採用・不採用を決める
「鰤」の読み方は？

１.

５.
７．
９.
10.

12．
15.
18.

20.
22.
24.

25.

円盤状の茶色い生地であんこを挟
んだ食べ物
夏に着る和服
食欲旺盛な人を指す言葉
バスに４つ、原付に２つ付くもの
ロシア極東の、不凍港として有名
な都市。ロシア語で「掘り出し物」
の意味も持つ
たくさんいること。〇〇〇といる
眠るすぐ前に飲酒すること
枕詞「〇〇〇〇の」は「大宮」に
かかる
歴史に残るような優れた人間
「夜警」が有名なオランダの画家
たくさんの図とそれに対応する解
説文を載せている本
お隣さんのこと

・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。� （４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。

1月号の当選者の方には2,000円の
オンバリュー券を贈呈いたします。

☆　イツクシマジンジャ
〇　ストーンヘンジ
◇　シラカワゴウ
△　シコウテイリョウ
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16×16クロスワードむずすぎわろた� （情・院　ぺん太）
　⇒４つの答えすべて世界遺産でそろえるのも難しかったんですよ！� （長音が１回しか使えなかったのが悪い；編）



FROM EDITORS

するサークルとか
　
　レポート・授業資料の欠陥を探す会
� （理・２　にゃんこ）

Ｂ：が向いているんじゃない？
Ａ：僕はどういうイメージなんだよ！
Ｂ：それにしてもサークルってたくさん
あるわね。見て見て

　レア名字会� （工・院　テルル軍曹）

Ｂ：だって。
Ａ：「入会制限　全国に100名以下」
……すごく厳しいね。
Ｂ：うん、だから廃部寸前なんだって。
Ａ：ええ……。でも本当にいろいろあり
すぎて決められないね。
Ｂ：サークル選びで一番大事なのってな
にかしら？
Ａ：やっぱり

　素敵な人と出会えるサークル
� （理・３　平沼由香）

Ａ：じゃない？
Ｂ：「素敵な人」ね……。それなら、

　一人言同好会� （教・院　とけい）

Ｂ：はどう？
Ａ：人との出会いを嫌がる人達ばっかで

しょ！
Ｂ：そもそも私はやりたいことが多すぎ
るのよね……。

Ａ：じゃあ兼サーも考えてみたら？
Ｂ：なるほど、確かに兼サーもアリね。
それじゃあ

　"""全""部� （工・4　レース鳩）

Ｂ：かしらね。
Ａ：欲張りすぎ……。
Ｂ：サークル選び難しいな。初心者にも
始めやすくて、兼サーもできて、なお
かつちょっと珍しいサークルはないの
かしら。

Ａ：こんなにたくさんのサークルの中か
らそんな条件を満たしてるサークルを
探すなんて……ん？ 「らいふすてー
じ編集部」？

Ｂ：へー、らいふすてーじ編集部は生協
のフリーペーパー「らいふすてーじ」
を発行しているサークルなのね。なか
なか他では出来ない体験ね。

Ａ：記事作りって難しそうだけど初心者
でも気軽に参加出来て、兼サーも可能
なんだって！

Ｂ：これは入るしかないわね！
Ａ：うん！
ＡＢ：みんなもらいふすてーじ編集部で
新しいことに挑戦しよう！
－らいふすてーじ編集部は新入部員の
入部を歓迎しております－

夏号の十人十色は

「金魚すくいで一匹も取れなかった
　　　　　　　友達にかける言葉」

・「みんな取れてる

　取れてないのはお前だけ」

・「金魚もすくえないやつに

　何がすくえるんだよ」

・「ド、ドンマイ……！」　など

たくさんの投稿お待ちしております

▼待ちわびた後期成績発表、震える手を
抑えて画面をスクロール…そこには燦然
と輝く「０」の文字が…（まじ激やばカ
スタネットタンタン！！；だいおう）
▼京大入る前から「面白い雑誌やなあ」
と思っていたらいふで、ついに！ つい
に！ 念願の初記事を書きました〜！！
（これからよろしくお願いします；真都。）
▼１月の編集後記で、ペンネームの由来
が23で通算23個の記事を書いたと載せ
ましたが、今月24個目の記事を書きま
した。（１足して二沫に改名しますか；
一沫）
▼待ち続けていたシン・エヴァンゲリオ
ンの公開日がついに３月８日に決まりと
てもドキドキしています！ （２時間半
もあるそうです。楽しみ！；ぴっち）
▼最後なので衝撃の事実を暴露します。
実はらいふすてーじは８年周期で全く同
じ内容のものを流用しています。（今ま
で騙してごめんなさい；徳太）
▼実は文房具に詳しい訳ではない（そん
な編集部員が書いた文房具記事はp.７か
ら！；待ノ介）
▼今回の十人十色はまさかの「らいふ新
歓オチ」でしたね！ みなさん入ってみ
たくなりましたか？ （僕は入りたいと
は思いませんでした！；編集長）
▼春休み中に大阪城まで50㎞の道のり
に挑戦する予定でしたが、忙しくて行け
そうにないので辛いです。（来年の春休
みは200kmに挑戦する予定です；月影）

『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。
また、Twitter、Webで公開している

オンライン読者カードでも受け付けてお
ります。たくさんの投稿、お待ちしてお
ります！
らいふすてーじでは、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。
Twitter:@ksgi_lifestage
Web:	 www.s-coop.net/lifestage/
Mail:	 ksgilifestage@s-coop.net

らいふすてーじ初の「春号」ですね� （工・４　レース鳩）
⇒初の春号どうでしたか？ 夏号までお楽しみに！� （読んだらはみだし投稿してくれたらうれしいです……！；編）


