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ヨコのカギタテのカギ

がちょ～ん。 （理・３　タップダンス）

　⇒がびょーん （がびょーん；編）

　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：ふぃ～る）

古代ギリシャのオリンピック開催地

戻ってくるお金のこと

官公署等での記者の詰め所

「水田」を訓読み

時代劇で裁判が行われる場所 

「河岸」を読んで 

人畜○○○な人

機体が揺れる原因になる

組織での大物のこと

ドラえもんの妹

鏡の国の○○○

眼鏡はみずいろやあかいろ

「核」を英語で

さなぎが成虫になること

６月号の当選者
答：イッセキニチョウ

応募総数　　　名

正解者　　　　名

当選者　　　　名

・信川　正順様（理・３）

・坂口　尚樹様（工・２）

・良川　正将様（工・院）

・枡谷　清太様（工・院）

・金井　諭子様（理・３）

・遠藤　将平様（工・４）

・井上　浩史様（工・院）

・瀬野　裕子様（薬・２）

・将積　睦　様（農・院）

・西尾　祐一様（理・３）
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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。　（10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。

・

・

雪之助（以下、雪）：こんにちは。夏休
み明け、久しぶりの十人十色です。な
んか、ワクワクしませんか？

mizuki（以下、m）：勝手に盛り上がっ
ている雪之助は無視するとして、今回
のテーマは「こんなこといいな、出来
たらいいな」です。

雪：mizuki、なんか冷めてないか？
m：別に。

カンニングを合法にする。

（理・１　えす）

本当に単位を天からふらせる。

 （理・２　サゴ）

雪：ところでmizukiは単位取れた？
m：次へ行こう。次へ。

オーストラリア（世界の中心）で、愛

をさけばれること。　　（法・３　大臣）

雪：エアーズロックで愛を…。青春だな
ぁー。

m：暑いんじゃねーの？

好きな人が私のことを好きだといいな。

人の気持ちがわかるといいナ☆

 （医・１　りお）

雪：オレ、実はお前の妹の気持ち知りた
いんだけど…。

m：バカめ。知らない方がいいこともあ
るんだ。

女の子にちやほやされたらいいな。

 （農・２　コンチ）

彼女ができたらいいな…。

 （工・１　1024）

雪：秋だね。
m：うん。秋だ。

ジャスコが欲しい。（文・３　ジャス子）

店単位でお買い物。（文・１　ゆっちゅ）

雪：あっ、オレはフレスコが欲しい。
m：どうせ夢なら、そんなケチケチしな

いで、高島屋とか大丸とか言ってみた
らどうなんだ。

雪：でもフレスコなら夜も開いてるし…。

一日性転換。 （法・１　JSL）

日本を印度にする。

 （医・４　ごっちゃん）

雪：みなさん様々な夢をお持ちですね。
　でも日本が印度になったら…。
ｍ：すき屋がつぶれる。

タイムスリップ。ちょっとやりなおし

たいことたくさんあるし。 

 （薬・１　ハルヒ）

レンズのない眼鏡をかけて面接に行く。

十人十色十人十色

１ ２ ３ ４ ５ ５ ６ ７

８ ９ 14 10

18 11 12 24

13 28 14 31 15

34 16 17 37 18

41 19 20 47

21 51 22 23

24 60 25
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陰暦九月十三日と言えば…

オットセイ、トドは○○○科のほ乳類

抒情性のこと

被子植物⇔○○植物

神武天皇の大和入りを先導した大鳥、

日本サッカーのシンボルにも…

ブルーフィルム、日本語では○○○

映画

脚○○、頭○○、○○律…

放射線の吸収線量を表す単位の一つ

飛行機の頭部

若者はこれでよく顔を拭いているよ

うじゃの…○○○○○紙

狐や狸のこと

人民が所有している土地のこと

推古朝前後、都となった地方

そばで見ていること
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「こんなこといいな♪　 
 出来たらいいな♪」



早く卒業したいです。 （法・６　あと12単位）

　⇒祈りましょう！ 奇跡を！ （祈祷師；編）

From Editors

▼京大が日本列島に見えて仕方ありませ
ん。 （カフェ巡りで金欠中；天然水）
▼前回の表紙が怖いと言われたので、今
回はポップでキャッチーなものを目指し
ました。僕としては会心の出来だと思う
よ。どう？  (表紙担当；len&pres)
▼↑前のほうがよかった。（yoshihira34）
▼↑↑私は前の前のほうが…。 （♭）
▼↑＆↑↑みんな酷い。これから家に帰
ってこっそり泣きます。（表紙作った人）
▼最近、外国人に道聞かれました。
 （英語忘却中；mizuki)
▼ただいま26:30、早くおうちに帰りた
い…。 （小波）
▼今日はイラストしか描いてない気がし
ます。BOX内にもう自宅生がいません。
　 （現在体温39度（予測）；ぶっち）
▼日付が変わって穏やかな夜にBOXでぶ
どうを食べる。いやぁ贅沢だなぁ。（♯）
▼メディアコモンはなかなかグッドで
す。 （ふぃーる）
▼もうプリンはお腹いっぱい。
 （卵を激しく消費しました…；apis）
▼この冊子が発行されている頃には前期
の成績も返ってきて、後期の授業も始ま
るんですね。あー、夏休みもおわりかぁ。
ずっと夏休みが続いて欲しいのは小学校
の時から変わりませんね。成長してない
のでしょうか!? （永遠の少年；206）
▼というわけで、後期もらいふすてーじ
をよろしくお願いします 。（編集部一同）

つっこまれるのを待つ。

 （工・院　のっち）

雪：すっ…すごい！

寝ながらレポートを終わらせたい…。

　　　　　　　　　　（工・３　わに）

雪：レポート終わらせた夢は見たことあ
るけどね。

鼻づまりが治って欲しい…。　　　　

　　　　　　　　　 （法・２　虎党）

壊れたデジカメを直したい。　　　　

　　　　　　　　（工・１　ウエシマ）

雪：mizukiの性格も治って欲しい、イヤ、
無理にでも治したい…。

朝　アンパンマン、昼　ショクパンマ

ン、夜　カレーパンマン。 

 （エネ・院　キン）

雪：食欲の秋ですなぁー。ところで
mizuki、どこ行ってたの？

ｍ：恐竜の時代。
雪：…。

地球上からスギの木とスギ花粉とタバ

コの煙とタバコの悪臭をなくす。

 （法・３　アレルギー体質）

雪：スギ花粉は繁殖のためだから仕方な
いよね。
m：じゃあ、タバコも仕方ないね。
雪：？

永遠に20歳。 （工・３　三代目）

飽きるまで大学生を続ける。

 （法・２　レオン）

雪：なんだかんだ言ったって大学生はい
い身分だからなぁー。

m：単位さえあればな。

週休５日。 （工・３　病メル雑貨店主）

雪：mizukiって週休何日？
m：うへっ。そんな質問するなよ。

学校へ行く。 （情・院　ふらわ）

雪：あっ、講義に出るの忘れた！
m：おい、カバン忘れてる。仕方ないな

ぁー。それでは、次回もお楽しみに。

「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

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

§12月号　十人十色お題

サンタさん　 
 これください！
年に一度のクリスマス。キリスト教徒でない人も、思いっきり
神様やサンタさまに願いごとをかなえてもらって下さい。

　オンバリュー券が欲しい！　　　　酒が欲しい！
　サンタさんの袋が欲しい！　　　　君が欲しい☆
　iPod が欲しい！　　　　　　　　　若さが欲しい！
　権力が欲しい！　　　　　　　　　あの月が欲しい！　　　　
　　　　　

　…など、なんでもOK!?　たくさんの投稿お待ちしております。


