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I wish…I wish…I wish… From Editors

▼寒。 （風邪に気をつけろ；ならっちょ）
▼寒いのは嫌い。（南国育ち；はぴねす）
▼こたつが活躍する季節になりました。
かぜに気をつけないと。
 （こたつで寝てばかり；じゃん）
▼NFの模擬店で、たこ焼き屋が何軒で
るのか気になります。
 （たこ焼き大好き！；ココアリキュール）
▼初執筆です。これからよりよい記事を
ひとつでも多く書いていきたいです。
 （編集者になりたい；迷い猫）
▼散歩が楽しい季節
 （涼しい方が好き；len&pres）
▼４年前のNF、当時高校生の僕はＥ号
館で黒装束の怪しい人に「何かお探しで
すか？」とからまれ、一言。「公衆電話
探してます」黒装束は逃げていきました。
 （あのぉ、公衆電話は…；ぴょん吉）
▼去年はデビューとともに19歳になっ
た私。十人十色で20歳を迎えました。
 （il primo novembre；おーたっち）
▼お酒は二十歳からなのに、私は…。
 （お酒大好き！；wodaabe）
▼あと約半年で二十歳。そろそろ自分の
年を人に言うのが恥ずかしいと感じる今
日この頃です。
 （というわけで初執筆です～；天然水）
▼あと約４ヶ月で19歳か…。
 （お酒大好きな３月生まれ；s-60）
▼お酒よりは珈琲派。特にミルク＆砂糖
抜き。 （初執筆；The Inward Rattan）
▼上の年齢ネタが多いのは何故？
 （酒ネタも多いなぁ；さご）

今のおーたっち（以下今）：今回の十人
十色は「もしもあの日に戻れるなら」
です。僕もあの日に戻ってあんなこと
やこんなことをしたいんだけどなあ…
昔のおーたっち（以下昔）：そんな年寄
りみたいなこと言っちゃって。仕方な
いから僕がかなえてあげようかな？
今：びっくりした！ 君は？
昔：僕は10年前からやってきた君さ。
そう思っているのは君だけじゃない。
読者のみんなだってそうなんだ。みん
なの心のうちを聞いてみよう！

昔：100年前に戻れるのなら、創立当時
の京大に行って折田先生に会いたいね。
今：総人図書館前にいてくれたらなあ。

大学１年生の時に戻りたい。単位ちゃ

んととっとけばなあ…。

 （総・４　すみずみ）

履修届出す前に戻って、サンスクリッ

ト語の授業取るのやめる。

 （文・１　カレッタ）

入学当時に戻って、いじられキャラを

撤回したい。 （医短・２　まるさ）

2001年６月10日。高二の時。前の彼

女と別れた日です。 （法・１　綿菓子）

高２の春に戻って先輩の告白を受け入

れる。 （工・２　三代目）

（まだ男子校あがりで女の子の心の奥

を理解できずにフラれてしまった頃に

戻って）あの子を自分に惚れさせたい（今

は割と分かるつもり…（笑））

 （農・３　大阪北予備軍）

ああ、100年前に戻りたい…

 （工・３　まりすけ）

生まれる前。音楽家の家に才能をもっ

て生まれたかった。 （法・４　無逸）

今：ずいぶんと昔に戻りたい人がいるん
だね。

あの夏に戻って、三段重ねのアイスを

落とさずに食べたい！ （医・職　はゆか）

大好きだった故にちょびちょび食べて

た森永アロエヨーグルトを完食しないま

ま捨てられてしまったあの日に戻って、

カップの底まで食べ切りたい…。 

 （薬・１　メロンパンナちゃん）

今：食べ物なんてもう１回買い直せばす
む問題だと思うけど。
昔：バリバリ、ポリポリ。未来のお菓子
はおいしいなあ。
今：あ～。せっかく買った新商品が！
なんてことするんだ！
昔：ほら、食べ物の恨みって恐ろしいで
しょ？

今：単位はこれからも取れるし、性格だっ
て変えられるよ。前向きに行こう！

昔：僕のいじられキャラは10年経ったの
に変わっていないようだけどね。

今：うっ…。

もちろん、ナンバーズやTOTOで大も

うけ。 （理・２　301st）

１ヶ月前にもどってドリームジャンボ

を買いなおしたい。 （医短・２　ま）

昔：昨日の競馬で史上最高の配当金か～。
この結果さえ知ってれば億万長者だ！

今：学生は馬券買えないよ。
昔：夢がないね。そんな現実的な大人に
はなりたくない。

今：恋愛はさまざまな人の心を苦しめて
やまないんだなあ。
昔：僕にそんな思いをさせないために女
心を教えてよ～。
今：そんなものが分かれば今苦労してな
いよ…（涙）。

自家用ジェットで農薬まき。 

 （工・１　OZAWA.DX）

もし、実家で生活していた頃に戻れる

のなら、今は亡き我が屋の愛犬をかわい

がってやりたいなあ。（工・院　ぎゃんぐ）

６才のころに戻って近所でバッタをと

る。 （理・２　犬）

今：最近はバッタも見かけなくなったね。
昔：でもずいぶんとロボットは進歩して

いるみたい。これで亡くなってしまっ
た愛犬も復活だ！

今：ロボットは亡くなった生き物の代わ
りにはならないよ。

遣り直したい過去はいくつもあるけ

れど、それらがなければ今の自分はなく、

つまり、今の友人と知り合うこともなく

なる。そう考えれば今のままでいいと思

える。 （理・１　羽根ペン）

我が人生に悔いはなし！ 

 （農・２　重力加速度ｇ）

１秒たりとも過去に戻りたいとは思い

ません。終わったことは終わったことで

す。 （教・２　せいうち）

オマエらそんなネガティブなことゆっ

とってもどうにもならへんねんぞ！　っ

ていえるような人生にやり直したい…。 

 （農・３　スインズ）

今：最後の人かっこいいのか気弱なのか
分からないよ。

昔：でも、ただ未来を見つめている人も
いるんだね。未来の僕もがんばって！

今：うん、わかった。僕はこの21世紀で
たくましく生きていくよ。

昔：君がそう言ってくれてうれしい。僕
も頑張るよ。読者のみなさんもね！

2004年１月号のテーマは

I wish…I wish…I wish…I wish…

私が見たおもしろい初夢
８年２組　らいふ太郎

例えば―
・なすび色の富士山が鷹を噴出してい

た。

・すでに2004年の大晦日を迎えていた。

・箱根駅伝で京大が優勝した。 など

「らいふすてーじ」に関するご意見・
ご感想は、中綴じの「読者カード」に記
入の上、生協各店舗の「ひとことPOST」
にお入れください。
また、下記のメールアドレスでもご意

見・ご要望を受け付けております。こち
らもぜひご利用ください。

たくさんの投稿、お待ちしております。

あなたが見た、あるいは2004年の
新春に見るであろう初夢を聞かせてく
ださい。2004年の新春は皆さんのお
もしろい初夢を見て、楽しく始めま
しょう。

I wish…I wish…I wish…

lifestage@s-coop.net

ヨコのカギタテのカギ

　二重枠の文字を並
べ替えてある言葉を
完成させてください。
　 （出題：ぱりぽり）

風が吹くとこれを売る人が儲か
る
前もって本番通りに練習するこ
と。リハーサル
秋の夜長にひもとく
写真を現像する前の段階
「←これのこと→」
イタリアの以前の通貨
水・金・地・火・◯・土・天・海・
冥
みみたぶのこと
ウノ・アインス・アン
故人の持ち物など、思い出の品
不思議そうな様子。◯◯◯そう
にする
魚や虫などを捕る道具
♪あなたはもう忘れたかしら～
日程・予定

アヘンの原料になる植物
草餅ともいう
体の骨組み
インド式健康法
自由に使える時間
熱い食べ物が苦手な人
ムツゴロウがいる九州の海
本物そっくりの偽物
モヘンジョ・ダロで有名な世界
４大文明の一つ
鉄砲・芝居・風船
中国の通貨
瀬戸内海で一番大きい島の名前
切り立った地形
嫌なときははっきりこう言って
断りましょう

７月号の当選者
答：ムラサキシキブ

応募総数　　　名

正解者　　　　名

当選者　　　　名

・六車沙弥佳様（総・３）

・宮脇　達也様（農・２）

・志波　宏美様（文・２）

・雨宮さとみ様（総・１）

・山中　大輔様（人環・院）

・宮川　歩夢様（工・２）

・野田　武志様（理・２）

・谷口　正樹様（工・４）

・近藤　隼人様（工・１）

・古賀　希望様（理・２）
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賞品のプリペイドカードは
当選者に直接郵送致します。

読者カードに答えを書いて生協の食堂

や購買に置いてある「ひとことPOST」に

お入れ下さい。　（11月末日まで）

抽選で毎月10名様に、生協プリペイド

カード1000円分をプレゼントします。
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最近はじめて整髪料を使い髪を立たせてみた。教授に「散髪屋で失敗したんか？」と言われた。―ショック！ （工・院　ぎゃんぐ） 最近ずっと仰向けに寝てない。 （文・２　文）
⇒うつぶせに寝ると窒息死するような気がしてとてもできないんですが。 （枕を使わずに寝る編）


