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志織（以下、志）：今月も十色の時間で
すよー。今回のお題は「私の必殺技」！

大輝（以下、大）：必殺技なら俺もよう
け持ってんでー。例えば……。

志：別に大輝君のとか聞いてないです。
ここは読者のコーナーなんですから。

大：初めくらいええやろー？
志：じゃあ、いきますよー。

立ち寝� （工・院　ワンワン）

立ったまま寝る�

� （工・４　ひょっこり）

どんな状況でも５分で寝られる

� （農・院　アツクなりたい）

大：寝技多いなー。
志：寝技って……柔道じゃないんですか
ら。

大：俺も１限で寝て、気付けば５限やっ
たりしたよ。

志：だから前期○
ピー

単位しか取れなかった
んですよ。

大：それは言うなぁっ！

駐輪場の自転車でドミノ

� （工・４　Mr.セカン）

大：これは男のロマンやな。
志：迷惑すぎです。
大：考えてみぃよ。あの大量のチャリン

コが片っ端からガシャンガシャン倒れ
ていくんやで？ 豪快やろ？

志：自転車整理のおじさんの苦労、考え
たことあります？

変な教授のものまね�（工・１　kokko）

志：いますよねー。マネされる先生って。

大：よし、俺がとっておきを披露してや
るわ！

志：やめて下さい。紙面が大惨事になり
ますから。

大：ヒドいな。じゃあ次は俺が選ぶでー。

まる投げ� （人環・院　シマダ）

大：というわけで志織さん、あとはよろ
しく。

志：何がしたいんですか？
大：だから、まる投……。
志：何がしたいんですか？
大：ゴメン、そんな怒んなって。

あなたのためだけの笑顔

� （法・１　トマト）

大：俺もそういうん向けられてみたい
わぁ。

志：（ニコ）
大：（あれ、怒ってない？ もしかして
コレってツンデレ的なアプローチか
……？）

愛想笑い�（農・５　カタオノトリコ）

志：（ニコ）
大：儚い夢やったか。俺もう帰るわ。

十
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色

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：山口）

７月号の当選者
正解：ナツヤスミ

応募総数� 135名
正解者数� 133名

・飯野　顕志様� （総人・２）

・小梶　美幸様� （工・３）

・菊地　悠　様� （理・１）

・北波　赳彦様� （経・２）

・児玉　真美様� （生命・院）

・高橋　良平様� （工・３）

・田中　清泰様� （工・４）

・日比野　裕様� （工・１）

・本郷　峻　様� （理・３）

・丸井　芳彦様� （法・４）
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コケのような暗い黄緑色

いろは歌。―我が世誰ぞ○○

ならむ

植物が呼吸するための小孔

寿司に添える甘酢しょうが

非常に珍しいこと。空前○○○

微笑。ほほえみ

桃栗３年○○８年

濃青色の染料

遊里へ通うこと

和服用の織物の長さを表す単位

中国で用いられた、天子の自称

鳥の羽

ニューギニア島の異称

衣服の上から着る袖なしの外衣
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11月の異称

目を粗く織った柔らかい綿布

夜道で足元にまとわり着く妖怪

たんす・机・椅子など

人の恋路を邪魔すると蹴られる

トビウオの別名

立ち上がること

際だってすぐれた様子

パイの一種

何かを運び移すこと

耐え忍ぶこと

絹織物で有名なフランスの都市

落ち着きを失うこと。○○○○

立つ

おじ・おばの子供

・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。� （11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。

新着メッセージが１件あります！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（薬・２　ＫＹ）
⇒送信メールエラー。＠の前を確認してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（よくあることです；編）



志：帰れ。土に還れ☆

毒舌� （総・３　ぼく）

大：……やっぱり怒ってんの？
志：いいえ、別に。気のせいじゃありま
せん？

大：その割にさっきから……。
志：さっきから？
大：さっき
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から……殺気
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が（笑）。
志：……。

微妙な雰囲気を作り出し、場を凍らせ

る話術� （工・２　Mol）

志：無意識に場を凍らせてる人が今まさ
に目の前にいますけどね。

大：目の前？ 何があるん～？ 俺の目
の前にはメガネがあるけど（笑）。

志：……大輝君、お願いだから自重して
下さい。そんなだから編集部でもハブ
られ気味なんですよ。

大：そこまで言わんでも。
志：ホント、ちょっとは成長して下さい。
大：わかった。……成長するといえばコ
レやな。

脱皮� （工・４　ふ印良品）

大：俺も一皮むけるで！
志：……はぁ。もう救えないです。誰か
代わってくれません？ ていうか大輝

君、残りのスペースもずっとこんなイ
タいキャラ晒し続けるつもりですか？

大：今、ここで一皮むけて成長するから
もう大丈夫やって。

志：いっそのこと、もう何もしないでも
らえます？

大：息も？（笑）
志：……できれば、それもしないでくれ
るとありがたいですけど。ていうかい
い加減、次いきますよ。

とにかく逃げる�（人環・他　夏太郎）

大：逃げるが勝ちってやつやな。
志：その手があったか……。
大：ん、志織さん？ どしたん？
志：別に。何でもないです。……あ、な
んかプリンタの紙きらしちゃったみた
いです。大輝君、そこの棚にあると思
うんで、探してもらえません？

大：あ、うん、ええけど。どこら辺？
志：棚の奥です。ずーっと奥。
大：えーと、（ゴソゴソゴソゴソ）……
ないでー。ホンマにここなん？ なぁ
志織さん……って、あれ？

おいてけぼり�

� （法・２　デュース伯爵）

大：……ぉーぃ……。

▼私の必殺技はイナバウアーです。
 （フィギュアスケート大好き！；ほ）
▼得意料理は鮭バターライス。
 （花婿修行中？；えむいち）
▼十人十色の大輝君はほとんどフィク
ションです。 （一部は……；すえきち）
▼↑むしろ９割９分実話だろ？
 （ごまかすな；TIGLA）
▼初記事でした。つらかったけど楽し
かったです！ （日々精進です；クマノミ）
▼初記事……とここに書いたのは１年前
です。 （初々しくていいですね；Amy）
▼カフェといっても色々ありますよね。
 （一番はマンハッタンカフェ；onion）
▼本当は秋の味覚スペシャルにしたかっ
たんですが……。（挫折しました；山口）
▼初記事です。取材に遅刻しそうになり
ました。 （危なかった……；きなこ）
▼１限目です。語学に遅刻しそうになり
ました。 （したけど……；水無月）
▼７ヶ月ぶりの登場です皆さんコンニチ
ハ。不可抗力により借り出されました。
文字は減らすより増やす方が難しいので
す。 （とりあえずこれでOK；編集長）
▼秋の旅行の記事では、観光業界・ルネ
旅行センターの方々から多大な協力を得
ました。特に、高山市観光課からは表紙
の写真の提供をいただきました。ここに
お礼申し上げます。 （表紙担当＝taken）
▼久しぶりの特集です。神崎さんはすご
く気さくで話しやすい兄さんみたいな方
でしたよ！ （鏡）

「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

１月号のお題は……

「今年こそは、と毎年思ってる

気がすること」
です。

・海外旅行に行く！
・ちゃんと授業に出る！
・卒業する！

……など、さまざまな
投稿をお待ちしており
ます。

紙面上での暴走行為はおやめ下さい。 （理・３　あのこ）
⇒失礼致しました。by大輝 （←どーせ反省してんの今だけですよ；志織）


