
京大生A（以下、A）：まだまだ般教の単
位必要なんだけど、楽そうなのないか
な～。

京大生B（以下、B）：
　ポケモン解剖学
　　　　　　　（薬・１　トマトトマト）

B：とかどう？ 一匹一匹の特徴につい
て学ぶんだけど、ゲームクリアが単位
習得条件らしいよ。

A：絶対取るわ～。でも毎年人気殺到す
るんじゃない？

B：そうなんだよな。じゃあ

　郷土史～百万遍知恩寺周辺の飲食店の
変遷～　　　　　（理・４　一沫模様）

B：にしたら？ 一見真面目に聞こえる
から人気はないんだけど。

A：郷土史とか全然興味ないよ。

B：現在の飲食店の特徴をまとめて過去
の飲食店と比較するっていう授業なん
だけど、教授のお金で好きなだけ飲み
食いできるよ。

A：フィールド実習っていいよな。でも
単位とるのは結構大変そう。食べ物系
ならパンもいいな。

B：ああ、

　京都パン屋巡り論各論B【上京区】
　　　　　　　　（工・１　ごんちゃん）

B：があるよ。パンは食べられるけど、
自分で上手にパン焼けないと単位とれ
ないぞ。

A：うーん。料理は得意じゃないしなあ。
B：
　ゴキブリの食文化（教・院　とけい）

B：なんていうのはどう？

A：嫌な予感しかない。
B：意外と楽で、ゴキブリに色々な食べ

物を与えて観察するだけだよ。
A：ゴキブリは自分で調達しないといけ

ないんだろ。
B：当然でしょ。でも俺の部屋に来たら

いっぱいいるから楽勝だよ。
A：たしかにゴキブリっていうことを除

けば簡単そうだな―。
B：楽っていうなら

　タテカン芸術論（工・４　匿名希望）

B：とかは？
A：それ、大学に許可されるのか？
B：別にタテカンの芸術性を学ぶんじゃ

なくて、タテカンがないことで芸術性
が生まれるっていう話をされるんだ。
教授はタテカン反対派だからね。

A：どうやったら単位とれるの？
B：タテカンを一つ壊すか、タテカンの

欠点に関するエッセイを書くだけ。で
も反対派になるだけで単位はくれるら
しい。

A：というかそれ、洗脳じゃん。
B：まあ、

　ヲタク活動の実務と法
　　　　　　　　　　（法・院　大三元）
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2022冬号で知った衝撃の事実：らいふすてーじは複数回答が可能� （人健・２　へぷ）
⇒３つでも４つでも、回答を心からお待ちしております！� （十人十色への投稿もぜひ；編）

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。
今回は英語です。
� （出題：荒野）

冬号の当選者
正解：フクワライ

応募総数� 38名
正解者数� 35名

・藤田　真歩　様� （農・３）

・伊藤真由里　様� （理・３）

・大須賀弘人　様� （理・１）

・井口富士夫　様� （他）

・川端　菜月　様� （経・２）

・植松　遥生　様� （工・３）

・吉村　雄生　様�（エネ・院）

・藤倉　真美　様� （法・院）

・松井　宏介　様� （薬・１）

・佐伯　和香　様� （教・院）
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15.

a�woodmind�instrument,�played�by�
blowing�through�a�double�reed�at�
the�top�
○ ○ ○ ○ by ○ ○ ○ ○：do�
something�carefully�and�gradually
to�put� food� into�your�mouth�and�
then�swallow�it
violent�or�angry
the� abbreviation� for� "graphics�
interchange�format"
the�current�season
to�do�something,�especially�in�order�
to�solve�a�problem
the�primary�star�of�Lyra
an�island,�often�used�in�the�name�of�
a�particular�island
to�move�on�your�feet�fast

１.

５.

７.

９.

10.

13.
14.

16.
17.
18．

a�building�where�people� live,�one�
family�or�group
conjunction�which� is�used� to�say�
that� something�will�happen�only�
after�something�else�happens�or� is�
true
a� small�piece�of�paper�or�plastic�
with�information�on�products
used�to�refer�to�a�time�when�you�do�
not�know�exactly�what�it�is
the� abbreviation� for� "physical�
education"
the�abbreviation�for�"intensive�care"
to�make�something�bigger�in�size�or�
amount
to�pull�something�strongly
to�move�or�travel�somewhere
not�wearing�clothes

・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。

Down�Clues Across�Clues

※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。



FROM EDITORS

▼サイクリングの記事を書き始めたころ
に自転車が壊れました。代わりに何か願
いでも叶うのでしょうか。(泥除けって
地味に高い；ふーぷ)
▼あああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああ
ああ（一度やってみたかった；待ノ介）
▼昨年の春号では背割堤を紹介しました
ね。あの記事を読んで今年お花見に行っ
てくれた方がいたら嬉しいなぁ。（ちな
みに私は行ってません……；月影）
▼良いオタマトーンをご存知の有識者の
方いらっしゃいますか。（贈答用のオタ
マトーンを探しています；まな板）
▼ご入学、ご進級、ご留年おめでとうご
ざいます！　皆様が素敵な京大ライフを
送られることをお祈りしております（私
は無事進級できました；荒野）
▼洗濯物が乾きやすい季節になりました。
冷暖房なしで過ごすことができ幸せです。
春のうちにたくさん散歩しようと思いま
す！ （冬が１番好きだけど；海条）
▼先日星野源さんのオンラインライブを
観ました。マイナー曲がめっちゃ多くて
驚いた（昔の曲もやっぱ最高ですね。「エ
ピソード」買わなきゃ；真都。）
▼京大オケさんの演奏会の帰り、御堂筋
で聞いた大阪LOVERが頭から離れませ
ん……（ユニークだったなぁ；一竹）
▼あと数日で引っ越しなのにまだ荷造り
を全くしていません。詰んだ。（引っ越
しのために徹夜したくねえ；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

B：もヲタク活動に国から補助金を出す
法律を作るべきだっていう話を延々と
されるけどな。

A：自分の推しについてプレゼンするだ
けで単位もらえるんでしょ。

B：布教できるし最高だよな。でも実生
活に役立つのはやっぱり

　コミュニケーション能力向上ゼミナー
ルⅡ（実践編）　　（理・２ Benthos)

B ： だろ。履修条件が「コミュニケーショ
ンが苦手」だから、地獄のような時間
らしいけど。

A：俺はコミュ力高いから必要ないな。
B：……おまえには、

　恋愛学入門　　（薬・２　臆病な白起）

B：もぴったりじゃない？
A：どうせ彼女つくらないと単位もらえ

ないんだろ？
B：その通りだけど。そろそろ取りたい

授業決まっただろ。
A：でもまだ「健康・スポーツ科目群」

が足りないんだ。スポーツ系で２単位
もらえるのないの？

B：
　箱根駅伝学１　青学編
　　　　　　　（経・２　京都は寒すぎ）

B：はどう？ 授業自体はひたすら過去

　の駅伝の映像を見るだけで、面白そう
だよ。

    鴨川水泳学入門（農・３　オムライス）

B：っていうのもあるぞ。
A：鴨川って泳げるほど深かったっけ？
B：場所によっては余裕で泳げるけど、

４、５月は水が冷たすぎて風邪をひく
人続出らしい。

A：面白そうな授業ばっかりだから、今
とりあえず抽選に応募してみたよ。

B ： おまえってすぐ騙されるよな。今
言ったの全部「非教養科目群」だから、
抽選に応募するだけで－２単位だぞ。

A：は？ 俺の単位を返せ！ 必死にレ
ポート書いてテスト勉強して、やっと
手に入れた単位なのに……。

B：やっぱり

　政治の力学続論（火１）
　　　　　　　　（理・１　だるまっか）

B：みたいに真面目な授業取ったら？
楽な授業ばっかり取ってると将来楽で
きないよ。それか

　座禅実習　　　　　（経・１　T-boy)

B：で自分を見つめなおしてみなよ！
A：現実は厳しいなあ。でもおっしゃる
とおりです……。

コロナが早く収まりますように　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理・２　Benthos）
　⇒人類共通の願いですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（早くマスクから逃れたい；編）


