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M１先輩（以下、M）：ようこそ！ ファ
イトクラブへ！

黒兎（以下、黒）：はいはい、十色いき
ますよー。

Ｍ：いってみよう！ ワンツー、ワン
ツー！

黒：（こいつ何やってんだ？）えー、　今
回のお題は『私の自由研究』です。

Ｍ：まずはウォーミングアップだ！
黒：……（大丈夫か？）

総長の休日� （理・３　sin）

Ｍ：そりゃ、ボクシングに決まってる
じゃないか！

黒：てめぇ……さっきから調子乗ってん
じゃねぇー！ （バキゴキッ！）

Ｍ：（涙）　　
黒：それでは気を取り直して、次いって

みましょう！

授業の出席者数の推移

� （工・３　タミフル）

テストを受けないと単位がもらえない

か実験した� （医・４　バケモト）

黒：単位や出席率についての投稿が多
かったですね。

M：単位……苦労したなぁー。
黒：……どうしたんですか？ （ちょっ

と殴りすぎたか？）
Ｍ：単位獲得の栄光を、君に！
黒：え？ もういいや。次いこ。

京都府内のパワースポット探訪

� （総・１　食卓にお猪口を）

　　　　　　　　
黒：夏こそは京都巡りしたいなー。
M：それなら、こんなのはどうだ！

市バスを使ってスゴロクをしたい

� （工・２　ひにょ）

M：ほーら、これなら楽しさ百倍だ！
どうだい、今度の日曜にでも行かない
かい？

黒：いやいやいや……そこまで暇じゃな
いです（そもそも、お前と行きたくな
い）

Ｍ：そんなー！ じゃあ俺は誰と行けば
いいんだよ！

黒：（……気持ち悪い）
　
アサガオを観察している人の観察

� （工・２　す）

アサガオのおいしい食べ方

� （工・３　TKP）

黒：これは夏っぽくていいですね。まさ
に自由研究。

M： 俺が昔やったのは、アサガオをお
いしく食べている人の観察。

黒：はいはい、すごいすごい。これぞ院
生クオリティー。

M：俺は永遠の17歳だ！
黒：……俺までスベっているみたいだか

らやめてくれ。

自由研究

二重枠の文字を並
び替えてある言葉を
完成させてください。
�（出題：すえきち）

５月号の当選者
正解：レンキュウ

応募総数� 172名
正解者数� 172名

・荒木　大惠様� （経・院）
・太田　志織様� （薬・３）
・加藤　祐介様� （文・５）
・北川　慶　様� （教・４）
・鈴本　潤　様� （医・１）
・西　ひとみ様� （経・２）
・葉野　彩子様� （法・３）
・葊藤　紀子様� （人環・院）
・松岡　美和様� （農・院）
・薬師　彰一様� （理・４）
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主要国首脳会議

サケの卵を塩漬けにしたもの

酒に酔い、くどくどしゃべること

○○を巻く

重ねの色目。浅葱色の異称

雁の肉に味を似せた食品

物を納めておく小屋

栄光・誉れ

砲丸投・円盤投などの競技の総称

威光や威力でおさえつけること

ユーカリを食べる有袋類の動物

仕事の最後の仕上げ

病気などがひどくて、生命が危う

いこと

警察が見回って警戒すること

ベランダが○○○向きだと日当た

りがいいですね
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１試合で単打・二塁打・三塁打・

本塁打を１人で全て打つこと　○

○○○ヒット

ギニア湾岸の国。旧称、黄金海岸

夫から妻に出す離縁状の俗称

泣きっ○○に蜂

流祖の正統を伝える地位にある人

恐怖で青ざめること　○○を失う

ピエロのこと　○○○師

核心を英語で言うと

公の定め

バロメーター。晴雨計とも

卵で色素に富む濃厚な部分

ひどく酔っ払うこと　○○になる

作家の死後に残された原稿

牛の横隔膜の肉

木材を蒸し焼きにした燃料

・読者カードに答えを書き、生協各店舗に
設置されている「ひとことPOST」にお
入れください。� （７月末まで）

・正解者の中から抽選で10名様に生協オン
バリュー券1,000円分を贈呈いたします。

タテのカギ ヨコのカギ

※オンバリュー券とは、生協のプリペイ
ドカードに加金できる券のことです。

※当選者の方にはオンバリュー券を直接
郵送させていただきます。

はみだしてたまるか� （理・２　メガネ君）
⇒だが、はみだしきれない新入部員の代わりにはみでてもらったぜ。� （初々しい新入部員より；編）



人を巻き添えにするスベり方

� （工・４　Super-R）

黒：まさに誰かさんですね。
M：ぐはっ！

「神」をさがそう!!

� （工・１　名無しさん）

M：俺が神だぁぁぁぁ！
黒：は!?
M：俺が神だぁぁぁぁ！
黒：（……はぁ、疲れる）

父ちゃんの元カノ探し

� （文・５　大加藤劇団座長）

M：俺が神だぁぁぁぁ！
黒：もういいよ。
M：よし、元カノの娘を……いただく。
黒：ふしだらな！ いい加減に更生しや

がれ！

（世界共通語）エスペラント語マスター

への道� （工・２　ドック）

黒：使えたらカッコいいですね。
M：Parol i  estas faci le ,  far i  estas 

malfacile.
黒：言うは易く、行うは難し。
M： お、君もエスペラント語マスター

なのかい？ よく日本語訳できたな。

黒：……えっ!?　（今のはそういう意味
だったのか？ ）

あの娘が流した涙の理由を探る

� （文・２　十二市長）

M：あの娘……あの娘って誰だろう？
黒：多すぎてわからないんですか？
M：うん。軽く100人は超えるね。
黒：でも先輩の場合、毎回、相手が泣く

までつきまといますからね。
M：俺はストーカーか!?
黒：やっと気がついたか。

M－１に挑戦☆　めざせろざん

� 　　　　　　　（経・２　りんご）

Ｍ：我こそはファイトクラブで鍛えたＭ
１だ！ おりゃー。

黒：Ｍ－１って漫才の大会だと思うんで
すが……。

Ｍ：カカッテキナサーイ！
黒：えっ、どこへいくんだ!?
　　　　　　　　　　
人がこわれるしゅんかん

� （法・６　アラーキー）

黒：あーぁ、M１先輩どっか行っちゃっ
た……。

　　　　　　
 ―その後、彼を見た者はいない。

▼十人十色に挑戦！　10回も書き直し
ました……。 （俺はもうダメだ……；クロ）
▼Ｍ１先輩よりはちょっとはまともなは
ずです。 （初登場なのに；えむいち）
▼クロスワードが途中で２回ほど空中分
解してしまいました。 
 （苦労しました；すえきち）
▼あいすより人を愛したいです。
 （嘘です；水無月）
▼新入部員の皆さんはもっと長い編集後
記を書けばいいと思いますよ。 （米）
▼なんという神ページ……鱗を見ただけ
でワクワクしてしまった。このCooking
は間違いなく空気。 （kaeru）
▼紹介したアイスのお店で僕が一番薦め
るのはぢんとらです。七味ソフトの味の
落差が最高です。辛っ！ （スペ砲）
▼記事を書くために毎日のように野菜を
買い込みました。
 （おかげで風邪が治りました；スピカ）
▼この夏はたくさん野菜を食べるぞ！
 （野菜ジュースには頼りません；onion）
▼最近何も考えてない気がします。こ
れって悪いことなのでしょうか？
 （結果次第だと思うけど；マノ）
▼これでとうとう最後の記事に……。そ
れにしてもカップルは皆幸せそうです
ね。 （俺も早くあんな風に……；ごっつ）
▼引退記事です。編集部員のみなさん、
読者のみなさん、ありがとうございまし
た。（らいふすてーじに栄光あれ！；ポコ）
▼中央喫茶ヘビーユーザーです。 （紫陽）

「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ご記入の
上、生協各店舗に設置されている「ひと
ことPOST」にお寄せください。

下記のE-Mailアドレスでもご意見など
を受け付けております。ぜひご利用くだ
さい。

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

また、以下のURLにてバックナンバー、
編集部員の裏話、読者カードランキング
などを公開しております。

lifestage@s-coop.net

From Editors

11月号のお題は……

です。
・５限寝倒し！
・コピー＆ペースト！
・真剣白髪取り！

……など、さまざまな投稿をお待ちしております。

どんだけ～� （工・４　ひょっこり）
⇒そんだけ～� （こんだけ～；編）


