
ヨコのカギタテのカギ

ハタチになりました!! 酒酒酒酒… （法・２　!!）
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　クロスワードを完成させるため
には、１マスに２文字入れなけれ
ばならないところが４箇所ありま
す。それらを上から（同じ行なら
左から）順に読んでできる８文字
の言葉は何でしょう？ 
 （出題：とうめいRunner）

４月号の当選者
答：春うらら

応募総数　　　101名

正解者　　　　94名

当選者　　　　10名

・伊藤　晃　様 （経・１）

・河合　幸　様 （医・１）

・辻　　浩和様 （人環・院）

・日高　麗衣様 （法・院）

・鈴木　寛章様 （文・４）

・中道　敦子様 （文・４）

・鈴置　真央様 （工・３）

・池辺　健志様 （工・５）

・杉本　茂樹様 （理・教）

・津田有輝子様 （工・職）

賞品のオンバリュー券は

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。　（６月末日まで）

抽選で毎月10名様に生協オンバリュー

券1000円分をプレゼントします。

・

・

京大生は年２回学期始め頃に貰える

最近の日本では余りよくないようだ

小さい数の名称。割、分、厘、次は？

鳴り響くと試合開始・終了を告げる

みちばたの事。「失業して―に迷う」

約束を結んだり女性を表したりする

しっかり土台になって支えています

巨人の事。プロレスラーの名前にも

なんだか恐ろしくて気持ち悪いなあ

新しく自ら事業を起こそうとする人

最低気温が摂氏零度より低い日の事

川底をざる様のものでさらって探す

太陽が地平線の向こうへ隠れてゆく

屋根に降った雨が下へ流れていく路
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取り付く島もないさま。「―の応対」

のんびりと落ち着いてひと休みの場

これに富む受け答えができればなあ

トイレットペーパーが買い漁られた

一二三四とか１２３４とかⅠⅡⅢⅣ

ピキピキ…あっ、割れちゃいそうだ

これがはじけたせいでタテ２は悪化

中部地方と中国地方に挟まれた地域

台無しになる事。「努力が―になる」

十二支の四つ目。大きな耳が特徴的

小型の模型。家や車などが作られる

東京の前に日本の都があったところ

ミシンの内部で下糸を巻く金属部品

溶けると電気を通すようになります
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宿主（以下宿）：こんにちは。早速です
が今回のテーマは「私のこだわり」です。

ならっちょ（以下な）：特にこだわりな
んてないんですが。

宿：のっけから何なんですか。読者の皆
さんはいろいろなこだわりを持ってい
るようですよ。

レジで１円単位まで、できるだけぴっ

たりお金を払う。128円なら133円みたい

な。財布は軽く、が基本ですよね。

 （理・３　ワンダー）

スルッとKANSAIカードをぴったり０円

で（精算ナシで）使い切ることです。

 （農・４　かしわもち）

宿：確かにキリがいいと何かうれしいで
すよね。

な：私の財布は１円玉ばっかりです。
宿：小銭集めるのがこだわりですか？

な：違います。

問題集や教科書はカバーをはずして使

う。 （薬・２　タモリ）

毎月雑誌の占いを見まくる。withは当

たると信じてる。当たると思います。

 （農・２　あやリーヌ）

本はあとがきから読む。 （工・２　UT）

宿：これも分かる気がします。雑誌は占
いから見るとか。

な：むしろ占いしか読みませんね。
宿：占いしか読まないのがこだわり？
な：違います。

一日十五品目 （文・２　小林智裕）

毎日野菜を食べる!! （医短・３　ムー）

毎日足や首・肩などのツボを押す。

 （文・１　nya）

宿：健康には気を遣いたいものです。し
かし一日十五品目というのは少なくな
いか!?　確か三十が目標のはず。

な：そんなこと言われても。

忙しくても新聞はきちんと読んで、３

食自炊する。 （教・３　せいうち）

な：僕はいつも週末にまとめて読んでま
すが。

宿：「私のこだわり」、「新聞はまとめて
読む！」ですか。

な：勝手に人のこだわりを作らないでく
ださい。

黒髪（カラーはしません）。

 （薬・院　ハルヒ）

髪型です。生まれて此の方、とまでは

言えないにしろ、物心がついて以来ずっ

と同じです。 （理・２　羽根ペン）

誰がなんと言おうとツンツンヘア～!!

 （農・２　コンチ）



何を書こうかと考えて30分たってしまった…。 （法・院　ヒマ人１号）

⇒何と突っ込もうかと考えて30分…。 （も経ってない；編）

From Editors

▼2004年４月号から2005年１月号まで
で、読者掲載数１位の方には3000円分
の生協オンバリュー券をプレゼントいた
します。現在のランキングはらいふすて
ーじ編集部のホームページで。なお、同
一人物であっても同じP.N.でなければ別
カウントとなります。 (Web企画室）
▼最近食費節約のために、家庭菜園を始
めたいなと考えています。ミニトマトや
ナスだったらベランダで作れそうです。
将来はジャガイモやキャベツも作れる広
い庭付きの家に住みたいものです。

（肥料はどうしよう；ココアリキュール）
▼青い海が好き、青い地球が好き、船か
ら眺める夜景が好き。 （おーたっち）
▼僕がCrossWord作るのは最後なので、
今回はかなり凝ってしまいました。見た
目ほど難しくないですよ。世の中はもっ
とユニヴァーサルな遊び心に溢れていて
ほしいと思います。 （とうめいRunner）
▼シューベルトのケーキバイキングに行
きました。以前行ったときは７個で精一
杯だったのに、今回は８個でもまだ余裕
がありました。今度は10個達成したい
なぁ。 （甘いもん大好き；じゃん）
▼２食連続で松屋になりそう。同じ店員
に会いませんように…。 （shiloann）
▼２日連続で徹夜になりそう。同じ境遇
に遭いませんように…。 （apis）
▼↑ま、人間いろいろ。人生いろいろで
すね。 （締めたつもり…；wodaabe)

宿：アルバム見ても全部同じ髪型だった
り？

な：髪型とかこだわるものなんですね。
僕はあまり気にしないけど。

宿：「私のこだわり」、「無造作ヘアー!!」
な：いい加減にしてください。

おいしいものは最後に食べる。

 （理・４　テレしず）

プレーンヨーグルトには砂糖でなくハ

チミツをまぜる。 （文・４　an）

ビスコを食べる時、必ず１枚ずつはが

して食べる。 （教・２　ぴよ）

ポッキーはチョコのついていない方か

ら食べる。 （工・院　YAIBO）

宿：あえてチョコ側を持つとは…。
な：でも、とん○りコーンって指にはめ

たりしません？
宿：未だにそんなことやってるんです

か？

ベルマークを見たら切って引き出しに

入れる。 （理・３　See Law）

スーパーのレジ袋削減への協力。スタ

ンプためると景品もらえるしね。

 （文・３　文１）

医薬品・化粧品は全てスギ薬局で買う

（ポイント集めてるので）。

 （文・３　ジャス子）

シャーペンの芯は５mmまでは使う。 

 （工・１　okame）

宿：節約系こだわりですね。
な：こんなのもありましたよ。

エレベーターは使わない。必ず階段を

使うようにする。 （理・２　かんぱん）

腹筋をすること。 （理・１　きょー）

電車に乗ったら窓側にすわる。

 （農・１　山の彼方）

宿：結局ならっちょさんのこだわりって
何なんですか？

な：僕はこだわりなんてないですよ？
宿：本当はどうなんですかね。では、今

回はこれでお開きです。来月も投稿を
お待ちしております。

「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。

また下記の URL でバックナンバーを公開

しています。

lifestage@s-coop.net

「こんなこといいな

　出来たらいいな♪」

らいふすてーじ新入生歓迎特別号2004
ジャンボクロスワード当選者発表!!

「空を自由に飛びたい」など常日頃

から「出来たらいいな～」と思って

いることをお聞かせ下さい。たくさ

んの投稿お待ちしています。

１等　5,000円相当京大グッズ詰め合わせ＋生協オンバリュー券5,000円分

大本　涼子様（医）

２等　京大グッズ詰め合わせ＋生協オンバリュー券1,000円分

柴田　将光様（理）　　渡辺真理子様（文）

３等　生協オンバリュー券500円分

伊藤　　晃様（経）　　庄村沙都子様（工）　　菅原　史晶様（法）

植野　公介様（法）　　福岡　義宏様（農）　　広瀬　裕美様（法）

森川　智喜様（理）

クロスワードの答え

「ヨウコソアラタナ

　ライフステージヘ」

なお、賞品は郵送いたし

ます。今後ともらいふすてー

じをよろしくお願いします。

 http://www.s-coop.net/lifestage/


