
カラオケで女子十二楽坊を歌いました。 （経・院　ペン子）

ヨコのカギタテのカギ
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　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。ヒントはＧＷの谷
間です。　 （出題：AーK）

１． 観光地などに行くこと
４． 歴史上の事実
７． 奈良公園でよく見かけます
８． 有名人がテレビ局やラジオ局に

来ました
10. 金管楽器のひとつ
11. 虎の前の干支
12. 日差しが弱くなっている状態
14. 寝坊して○○○しました
16. おしゃべり。これを主とした番

組もあります
18. 「青春を○○○する」
20. 商品などのセールスポイント
21. 道を渡る前に○○○を確認
23. 駅前などにある車の流れをよく

するための環状の道路
25. 無料のこと
26. 去年の次、来年の前
27. 年をとって近くが見づらくなる

こと

１. 登録しないと単位が出ません
２． 自由に使える余った時間
３． アジアとヨーロッパを分けるロ

シア中央部の○○○山脈
４． ヴィヴァルディ作曲のバイオリ

ン協奏曲
５． そらの上の方
６． 筆の形をした春の風物詩。食用

の植物です
９． 約2.54cm。ピザや自転車に使わ

れています
10. 趣味や道楽を英語で
13. 通りのこと。St.と略します
15. お互いに気脈が通じること
17. チェーンを日本語で
19. 楽しく話し合うこと。「しばし

御○○○○の程を」
20. 目から○○○が落ちる
22. ＥＵ域内での通貨
24. 「何の○○にもならない」
25. 緊張が取れてしまりのない状態

のことを「○○がはずれる」

２月号の当選者
答：こっくりさん

応募総数　　　62名

正解者　　　　56名

当選者　　　　10名

・戸谷  貴彦様 （工・２）

・太田　悠介様 （薬・３）

・西谷　広樹様 （工・３）

・渡會　篤　様 （工・２）

・谷口　正樹様 （工・４）

・長野　由依子様 （法・１）

・小澤　真由子様 （農・２）

・大川　勇気様 （理・４）

・鱧谷　友樹様 （農・２）

・楠瀬　創　様 （工・２）
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。　（5月末日まで）

抽選で毎月10名様に、オンバリュー券

1000円分をプレゼントします。

・

・ 賞品のオンバリュー券は

当選者に直接郵送致します

※学年は応募当時のものです

とぺっと（以下と）：皆さんこんにちは、
十人十色の時間がやってきました！
shiloann（以下sh）：今回のテーマは「最
近こんなもの買いました」です。とこ
ろでとぺっと、そのペンとメモ用紙は
何？
と：お買い得情報があったらメモってお
こうと思って。
sh：…ふーん。それではいってみましょ
う。

昼飯のデザートに“雪苺娘”を買いま

した。 （農・２　さば）

５日でメロンパン７個。全部違う種

類。 （工・２　病メル雑貨店主）

ふたばの豆餅を５つ買いました。

 （薬・１　たもり）

と：皆甘いものが好きだねぇ。デザート

なんて贅沢だぁ。
sh：おや、食べものは食べものでもこん
なのもあるみたいだけど。

シソの葉。花粉症対策で食べています。

 （農・１　空）

卒論書いてると食費しか使わなくなっ

た。 （工・４　岸本一昭）

食べもの以外買ってません。エンゲル

係数高すぎ。 （薬・３　回脳田加雪）

と：アレルギーに食費、大変だぁ…。
sh：食費はどうしてもかかるものだから
仕方ない。お金をうまく使わないと。

100円ショップでガジュマルの木ミニ

を買いました。土がポットの下からはみ

出していて座りが悪く傾いてすくすく

（？）育ってます。 （薬・１　さざにしき）

以前はカナーター（カナートを好んで

利用する人のこと）でしたが、最近どう

も99円ショップで買い物をすませること

が多くなってしまいました。99円ショッ

プのレジ袋が部屋の中でどんどん増えて

いく今日この頃です。

 （農・院　あつあげくん）

定価1800円のDVD付CDが、中古でなん

と50円で買えた。ツ○ヤ様々。

 （文・３　云々）

と：お金を安く上げるなら、100円ショ
ップ！ 大学生の強い味方だね♪
sh：最後のは違うような気がするんだけ
ど。
と：中古ショップをあさる、それも知恵！

ふつうの鍋を蒸し器として使えるよう

にする落としぶたのようなもの（？）を

買いました。生活感ありすぎですね…。

 （教・２　せいうち）

５個入りのハンバーグを３パック買っ

たら、結局使い切れませんでした。一人

暮らしではなかなか…。

 （理・１　羽根ペン）

十人十色十人十色

最近こんなもの買いました！



「最近こんなもの買いました」が掲載されるころ、その買い物は「最近」のものではない。 （忘れた　文・院）

　⇒教科書の「最新」統計も、「最新」ではない。 （前々から気になってる編）

！ ？

From Editors

▼朝起きて「今日は素晴らしい一日にな
る」と唱えると本当に素晴らしい一日が
送れます。おすすめです。 （はぴねす）
▼最近よい気候が続いてますね。昼寝に
はもってこいです。…もちろん授業中は
だめですよ。 （実は初；とぺっと）
▼新学期が始まってもう一ヶ月。今年は
お弁当を作ろうと意気込んで弁当箱まで
買ってしまいましたが、果たしていつま
で続くやら…　（がんばろう；ぱりぽり）
▼最近健康のために、月１回くらいの周
期で「プチ断食」をしてます。２日間ヨ
ーグルトと豆乳と野菜ジュースだけで過
ごすと身体がリセットされて健康になっ
た気分になります。
 （翌日のドカ食いには注意；じゃん）
▼一年前の私はあんなに輝いていたでし
ょうか。
 （もうすぐ子供じゃなくなる；天然水）
▼青木さやかと友近、あなたならどっち
をとりますか？
 （だいだひかるは…；wodaabe）
▼医療概論と健康心理学、あなたならど
っちをとりますか？
 （一回生が羨ましい…；apis）
▼アンダー・ザ・マシーンとクロスワー
ド、あなたならどっちをしますか？
（ヒントは30日と書くはずだった；A‐K）
▼らいふすてーじ編集部のHPが遂に公
開されます。バックナンバーが閲覧でき
るようになっているので是非見てみてく
ださい。2004年度新歓らいふの方もup
されています。HPともどもこれからも
らいふすてーじをよろしくお願いします。

sh：下宿生は下宿生でいろいろあるみた
いだね。

と：うん、でもちょっともったいないよ
ね。私だったら食べてしまうけどなぁ。

sh：ふーん。でもこの前そう言って、お
腹を壊したのは誰だったっけ。

福を求めてたぬきの置き物を購入。た

だ半額セールで買ったやつだから福も半

分かな…。 （総・３　雨を見くびるな）

ディズニーシーで振ると音がなるシン

デレラスティックを買った。

 （文・１　奥村優子）

と：うふふ。
sh：…何メモしてるの。
と：私も買おうと思って。かわいいステ
ィック！

sh：とぺっとには似合わないよ、きっと。

大学に入って和服を買いました

 （工・１　石の部屋（仮））

ビーズやテグスを買い込んで陰気にア

クセサリー作りに励む毎日。

 （文・２　ユーストア）

かしこく見えるかなと思って伊達メガ

ネを。 （工・院　今牧謙典）

と：見て見て！ 私も伊達メガネ。かし
こく見える？
sh：見えない。

誰もくれないので、自分へのごほうび

を買いました。 （工・院　KAMONEGI）

と：くすん…。これ、普段頑張ってる自
分へのごほうびなのに。
sh：だからって伊達メガネは…。

２月１日にやっと年賀状の返信用のハ

ガキ（もちろん普通ハガキ）買いました。

 （法・４　ぴょん）

sh：とぺっとも返信遅かったね。
と：うっ…そんなことしてないよっ。
sh：君はわかりやすい性格だねぇ。

留年を買った。一年で50万円する。

 （文・院　忘れた）

sh：そういえばとぺっともこの間…。
と：そ、そんなことしてないよっ！
sh：本当に君はわかりやすいね。それ
では皆さんまた来月にお会いしましょ
う。

※投稿者の所属は投稿当時のものです。

「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

７月号のお題前々から

なってること

＊４年間で最高何単位とれる人がいるんだろう。
＊８回生は何人くらいいるのだろう。
＊マリオの身体能力は異常じゃないか？

…など、皆さんの様々な疑問を大募集！

気に


