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アルマジロはゴルゴンゾーラと思ってみると食べられると思います。� (農・３　スインズ)
⇒本当ですか！ では見本として食べてみてください！ � (いじわるしてみる編)

ヨコのカギタテのカギ

コメントをひねりすぎるとここに載らないことが最近わかった。� （経・３　ソウタロウ）
⇒こっちはそれをもうひとひねりするわけですから…。� （ひねりやすい投稿を求める編）
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24 61 25

　二重枠の文字を並
べ替えて県名を２つ
完成させてください。
� （出題：ピカイチ）

１．伝統のある店
３．「部」や「都」の「阝」
６．祭りの食べ物の定番
８．「強ち」と書いて
10．袖をぬらすもの
1�．無駄遣いの○○○○が来る
14．小野妹子が行った国
15．カードゲーム。残り１枚になる

とこう言う
16．小学校の校庭にある遊具
18．サインをもらったり、寄せ書き

をしたりするもの
�0．ハローキティなどのキャラクタ

ー商品を開発している企業
��．大吉、吉、末吉、凶…
�4．殺人犯が浴びるもの
�5．馬の口に咬ませる金具

１．中東の国。首都はダマスカス
２．琵琶湖の南から流れ出る川
３．お父さんとお母さんのこと
４．おじいさんのこと
５．○○○○下暗し
７．新五千円札の肖像は作家の樋口

○○○○
９．京都御苑の東にある○○○○神

社
11．相撲で勝負が長引き、休憩をは

さむこと
13．根掘り葉掘り聞くこと
15．源義経の幼名
17．西遊記の目的地
19．本にはさみます
�1．カナダの首都
�3．ＳＦ映画「○○との遭遇」

10月号の当選者
答：サンゼンイン

応募総数　　　名

正解者　　　　名

当選者　　　　名

・垣内健太郎様（文・４）

・山添　愛　様（教・１）

・黒澤　舞子様（農・２）

・瀬野　裕子様（薬・１）

・岡本　祐司様（法・２）

・川手　研典様（法・５）

・宇井　隆人様（医短・２）

・鈴木　良　様（工・４）

・栗本　篤臣様（総・３）

・志村　真幸様（人環・院）
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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。　（1�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。

・

・

miracle奇跡

From Editors

▼今年最後のらいふすてーじですね。
� （終電を気にしながら；天然水）
▼90年代後半は日本にいなかったので、
アムラーの実体がよくわかりません。
�（スピナーにあこがれた；おーたっち）
▼階段から落ちました。� （はぴねす）
▼秒針が連続的に動いていく時計が嫌い
です。見ていると時間の進み方がものす
ごく残酷に思えてきて…。皆さんはいか
が？� （とうめいRunner）
▼最近時間が早く進んでいる気がする。
一週間なんてあっという間。こうやって
年をとっていくんだなぁ…。
� （でも授業中は遅く感じる；じゃん）
▼後期の授業ってもうすぐ終わるんです
ね。早いなあ。大学の１年って短いですね。
� （来年は就活？；ココアリキュール）
▼エリック先生の話はとても面白かった
です！� （書ききれなかった；apis)
▼最近、餅がうますぎる。米は偉大だ!!
� (弥生時代に万歳!!；shiloann)
▼年賀状の作成はお早めに。郵便番号は
７桁を正確に記入してください。思いつ
く限りの人に送れば来年の人間関係もば
っちり円満ですよ。�
� （郵便局員の息子；ならっちょ）
▼年賀状なんて届かなきゃ書かなかった
な～�。（今年も書く気はない；wodaabe）
▼年賀状なんて届いてもなかなか書かな
かったな～。�
� （ちなみに今年は喪中；ピカイチ）
▼年賀状なんて届いても「お年玉」番号
発表の日まで見なかったな～。
� （タチが悪い；yoshihira34）

・

・

天然水（以下天）：さて、今年最後の十
人十色のお時間です。テーマは「懐か
しの90年代」。このコーナーをお送り
するのは私天然水と、
天然水の姉（以下姉）：こんにちは～天
然水の姉です！ 90年代の頃はあん
たもかわいかったのに今じゃこんなに
うるさくなって。
天：それはお姉ちゃんのほうでしょ。
姉：なんだよ、超ホワイトキック～！
天：いきなり死語？ 何言ってるかわか
んないし…。とりあえず行ってみまし
ょう。

携帯電話を持っているのが自慢だった。

�

� (工・院　北山大好き)

天：90年代は携帯電話持ってる人まだ
まだ少なかったよね。
姉：私持ってたよ。

天：あれはお姉ちゃんがおじいちゃんを
脅迫したからでしょ！

初めてパソコンゲームをした。

� （医・３　たそがれの国）

Y�K問題。結局平穏に�000年が来た。

ヨカッタ。� (総・４　やぴぴ)

天：2000年問題も大変だったね。
姉：使えなきゃ困るしね。
天：お姉ちゃん、パソコン使えたっけ？
姉：ううん、全然わかんないよ。
天：知ったかぶりかよ！

バブル崩壊…。� (経・２　えーっと)

消費税が３％だった。

� (経・３　リンゴ酸)

姉：90年代からだんだん景気も悪くな

っていったね。
天：こんなのもあったよ。

切手の値段。60円とか6�円とか。葉書

は40円、41円でした。

� (総・５　←はおもいつかない人)

天：この人よく覚えてるなあ。
姉：郵便番号も５ケタだったね。
天：すごい！　お姉ちゃんがそんなこと
覚えてるなんて。

姉：毎年年賀状も暑中見舞いも出してる
もん。

天：…意外とマメなんだね。

オウム真理教の一連の事件。

� (経・３　ソウタロウ)

ノストラダムスの大予言に怯えてた。

� (法・３　コフィアナン・ジム早朝)

天：本当懐かしいね。
姉：もっと懐かしいものあったよ。

794年…なくようぐいす平安京…。

� (工・１　パパス)

姉：ね？
天：いつの時代だよ！ 確かに90年代
だけど…。

私に90年代などない。過去ばかり見て

いると明日への前進はない！

� (農・３　スインズ)

昔のことは記憶にない。�(理・２　犬)

姉：そうそう過去のことは水に流して…。
天：今思い出した！ この前貸したお金、
早く返してよ！
姉：水に流して…。
天：ちょっと！

京都大学100周年記念のイベントがい

ろいろあった。京都大学時計台切手まで

発行された。� (農・院　あつあげくん)

天：われらが京都大学もこんなイベント
やってたんだ。
姉：そうだ、このとき買ったミニチュア
折田像をあげるから借りてるお金はチ
ャラにして。
天：いやに決まってるでしょ！

月９はやったなー。

� (工・院　KAMONEGI)

たまごっちがすぐ死んだ。

� (工・４　ふらわ)

小室ファミリーが売れまくっていた。

今は昔。� (法・１　綿菓子)

ルーズソックスが始まった。当時は長

さもマチマチで、私はくるぶし５cm程

のダサいルーズを買って喜んでいた。

� (薬・２　佐々木)

天：この頃女子高生が日本の流行最前線
だったよね。なんでも全国的にヒット
するっていう。

姉：私には関係ないわ。
天：そうだよね、お姉ちゃんはこの頃に
はもう…。

姉：しっ！

夜10時にはちゃんと寝ていた。

� (総・１　ぴよぴよ)

天：この人の90年代はまだ子供だった
みたいだね。

姉：あんただってまだ未成年でしょ。
天：で、お姉ちゃんの90年代は？
姉：…。あっ！　ポケベル鳴ってるから
行かなきゃ。じゃあね。

天：え、何それ完全に90年代の人にな
っちゃてるよ！ ちょっと待ってよ！
あーあ、もう行っちゃったよ…。
　結局ほんとはいくつなんでしょうね。
では来年もらいふすてーじをよろしく
お願いしま～す！

「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。

lifestage@s-coop.net

2004年２月号

　　　　十人十色のテーマは…

　あなたがこの世で初めてやりとげ

たことや、今まで生きてきたうちに

起こしてしまった奇跡と呼べるよう

な出来事をこっそりと語ってくださ

い。たくさんのご応募お待ちしてお

ります！

例えば…

○自分が京大に合格したことは奇跡と

しか言えない。

○インド人とジェスチャーでカレーにつ

いて激論を交わした。

miracle

年代年代

色

90


