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ヨコのカギタテのカギ

毎月下旬になるとネタ探しに奔走してる自分が好き。 （理・２　羽根ペン）

⇒そんなあなたが私も好き。 （ありがとう；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：小波）

１．牧草を発酵させて貯蔵する倉庫
３．鳥取県特産の果物
６．「行往○○」
７．全国高校野球で北海道勢初優勝校

といえば「駒大付属○○○○○」
９．イカでもない、こんにゃくでもな

い、グミでもない食感です
11．自然科学の学問
12．屋根を葺くのに用いる
13．要するに、人のつて
14．大砲を数える単位
15．豆乳を静かに煮立てるとできるも

の
17．未亡人
18．当たると一生遊んで暮らせる!?
20．顔のパーツを並べ替える正月遊び
22．「○○も積もれば山となる」
23．かつてのシャム王国
24．地名「我孫子」を読んでください

１．細かに立つ波のこと
２．溶かした金属を注入する型
３．「海鼠」を読んでください
４．お相撲さんが「○○を踏む」
５．外国の貨幣のこと
７．理髪店のこと
８．魚や肉をワインや酢などで漬け

込んだフランス料理
10．インドの半島部を構成する高原
13．「○○○が減る」
14．葬式の時に着る黒い色の服
15．楽しく心地よいこと
16．ナウマン象の化石が出土
17．「変身」を著したプラハ出身の

小説家
18．バラエティー番組で降ってくる
19．物事を一番に始めることを「○

○○を切る」
21．「○○のように疲れる」
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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。　（11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。
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くしゃみ（以下、く）：もう、鼻水が出
る季節になりました。訳が分かりませ
んよ、最近の気候は。

関西人風男A（以下、関）：訳がわから
んのはお前や。与太話聞いてる場合と
ちゃうねん。はよ十人十色始めんかい
な。今月のお題は「今だから言えるあ
んなことこんなこと」やな。さあ、や
ろやろ。

く：君、失礼だよ。
関：ほっとけ。

　ここには書けません。

　　　　　　 　（経・３　ツチノコ情報）

　

　今でも言えないことの方が多い。

　　　　　　　　　 （工・４　まだまだ）

く：私にもまだ言えないことが沢山あり
　ます。
関：突っ込んどらんやないか。わいが代

　わりに言うたろか？
く：では、何ですか？
関：…。

　図書館でフラ語の予習をしてるとき、

ずっとまちがってスペイン語の辞書を使

ってた。　　　　　　　（文・３　文１）

　　　　　
く：投稿ではぼけ系が少なかったです。
　京大生にはぼけが少ないのですかね？
関：知らんよ。そない似てるもんなんか、
　フラ語とスペ語っちゅうもんは!?
　
　父のいる前で、母に「なんでお父さん

なんかと結婚したの？」と聞いた。小４

のころ。　　　　　　　（教・２　ぴよ）

　幼い頃両親の夫婦ゲンカの様子を近隣

の人に解説した。　　（工・１　ぬべを）

く：子供の頃はよかったですよ。

関：何、センチってんねん。アホちゃう
　か？ 子供の無邪気が一番恐ろしいわ。

　小学生の時、体温計をこすって早退し

てました。　　　　（医・５　あーちぇ）

　小学校の朝礼台を友達６人でみこしの

ようにかついで持ち去った。

　　　　　　    　 （工・１　Mr.子供）

　コーヒーは酒・たばこと同じく成人す

るまで禁止だと思っていた。小学４年生

のときまで…。　　（総・２　ぴよぴよ）

く：やはり、子供は健気ですねえ。ユー
　モアにもあふれているし。
関：だから子供は恐ろしいって言うとる
　やんか。

　ファミレスのドリンクバーで調合の練

習をしてました。　（工・３　中華そば）

く：今月号のかんたんCookingを参照し
　てください。
関：ここで宣伝すなっちゅうねん。
く：そういえば、君、実験中に爆弾を調
　合していませんでしたか？
関：古い話や。忘れんかいな。はい、次。

十人十色十人十色
いまだから言える

あんなことこんなこと



同じ双子でも、おすぎよりピーコの方が絶対カッコいいですよね!? （文・他　なまくりぃむ）

　⇒見る目ありますね （自分もピーコ派；編）

　▼１月号十人十色お題▼

人から非難されたって、白い目で見られたって、やめら

れないことありますよね。た・と・え・ば、

From Editors

　僕の初キッスは男でした。

　　　　　　　　　    （工・１　1024）

く：初キッスの定義はなんでしょうかね
　え。記憶に残っている最も昔のキスで
　しょうか？ じゃあ、記憶を消せばい
 　いんですよ。
関：それができたら苦労せえへんっちゅ
　うねん。したらしたでええやないかい。
く：泰然自若な人間だね、君は。
関：いや、前向きだといってくれ。

　昔、ペンギンを飼ってたことがある。

　　　　　　　　    （総・１　ボビー）

く：うむ。
関：でも、合法やん。
く：そういう観点からしかものが見れな
　いのですか、あなたは？

　構内で花火をやって非常ベルを鳴らし、

警備員に追われた。     （院・３　松川）

　鴨川の等間隔に花火打ちました。

　　　　　　　　　  （法・２　ザク改）

く：カップルの気持ちを表現したのでし
　ょうか？
関：アホぬかせ。

　田んぼのワラでワラ人形をつくってま

した。　　　　　  （文・１　ゆっちゅ）

く：お人形が好きなんですね。
関：…。

　最後に万馬券獲ったのは小学６年生の

ときです。　　　  （文・３　ジャス子）

　先生に“おかあさん”って言ってすみ

ません!!　　    （工・１　まいちゃん）

関：いつまで子供ネタで押すねん？
く：じゃあ、オーソドックスなもので締 
　めよう。

　「イタメシ」はチャーハンのことだと

思っていました。 （理・２　羽根ペン）

　京大はいるまで、京大のこと過大評価

してました、特に授業。

　　　　　　 （理・１　猫型ロボット）

く：私は過小評価しておりましたので、
　むしろよく感じました。
関：あっそう。もうスペースも埋まって
　きたしこれぐらいにしとくか。
く：今回の投稿は生々しいものが多すぎ
　て載せられないものも沢山ありました。
　申し訳ありません。
関：まあ、今月の投稿もよろしゅうな。
く：よろしくお願いします、でしょ。
関：そうですね。
く：ではでは、みなさまごきげんよう。
　　　　　　　

「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/

こ…これだけはやめられない？

①コスプレやめられません。

②貧乏ゆすりしてしまいます。

③酒癖悪いのにお酒づけ。

④滑り台中毒です。

などなど。たくさんの投稿お待ちしております。

▼日本が常任理事国になるかは分かりま
せんが、らいふが来月も発行されるのだ
けは確かです。 （mizuki）
▼だいぶ寒くなりましたね。今年こそ加
湿器が欲しい。 （小波）
▼加藤先生は取材後も「素数の歌」が改
訂される度にメールを下さいました。例
えば第３節を「こんころりんりんらりる
れろ」から「こんりんころりんこんころ
りん」への訂正。理由は、「らりるれろ」
の繰り返しが単調なのに変化をいれたい
のと、ねんねんころりねんころり、に近
づけたいのと、「こんころり、心やさしい」
と続く方が「こ」がつづいてなめらかだ
から、だそうです。
 （まだまだあります；apis）
▼ある職員さんにらいふの表紙を作って
るのは女の子だと思われたらしいです。
でも、残念なことに僕は男の子ですので、
熱い男パワーで表紙を作ります。 
 （表紙の人；len&pres）
▼完全な夜型。今夜も時計台のライト
アップが美しい……。 （豆腐）
▼動物は本来夜行性なんですよ。だから
きっと人間も。（お家に帰れない；ぶっち）
▼温泉の取材はとてもとても楽しかった
です。早朝に貸切とかしちゃいました。 
 （そう、取材までは…；♭）
▼中央構内だと｢らいふすてーじ｣ってな
かなか目に入ってこないですよね。私も
最近読んでません…。 （wodaabe)
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