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トナ男（以下、ト）：僕らトナカイの主人、
サンタさんは、12月24日から25日に
かけてあちこち飛び回りますが、普段
は何をしてるんでしょう？

カイ助（以下、カ）：そんなよい子の疑
問にお答えするべく、京都大学にて聞
き込み調査を行った！ サンタさんを
信じないわるい子には教えてやらん！

ト：まあケチなゴミ屑のカイ助は置いと
いて、早速結果を見てみましょう。

吉田食堂の食器を返すベルトコンベア
に、時々流れている
� （経・３　ヤマタカ）

ト：……（ゴクリ）。
カ：洗い場に入ってからピカピカになっ

て戻ってきて……。
ト：無いから！ 気を取り直して次の情

報を検証しましょう。

三
み た

田　交
かわす

さん（自営業）�（工・２　す）

カ：日本に偽名で潜伏していたとは。
ト：人聞きの悪い言い方するなゴミ屑。
カ：謝るからゴミ屑って呼ぶのやめて！

ＩＴ関係� （工・２　モンジャラ）

ト：あの歳でＩＴ関係ですかぁ。でもこ
れで成功して、生活に余裕があるから
プレゼント買って配ってるのかもしれ
ませんね。

カ：チッ、俺らが運んでやってるのに、
サンタときたら良い生活を送ってるの
か……（頬杖）。

ト：まだそうと決まったわけじゃ……っ
て、どうやって頬杖ついてんだよ！
トナカイの骨格からしておかしいだ
ろ！ どうなってんだ、お前の前脚！

折田先生像� （法・４　影法師）

ト：ついに無生物と化しましたね。しか
も毎年姿が変わるという謎の像。

カ：363日以上を像の状態で過ごすって、
俺たちが思ってるよりサンタさんは我
慢強いぞ！

ト：断言する。それはもはや我慢強いの
次元じゃない。

彼氏♡� （工・３　Pi）

カ：アァアアァァァアァ！
ト：落ち着け！ 気をしっかり持てカイ

助！
カ：今年も……みんなの喜ぶ顔が……見

たかった……。
ト：カイ助ーっ！　じゃあ死にゆくカイ

助は置いといて。

ニュートリノ

� （農・４　エイが見たい）

ト：なるほど！ これならサンタさんが
忽然と消える方法も説明できますね！

カ：おい、本気で置いていくなよ、さみ
しいだろうが。

ト：じゃあさみしさを感じないように
いっそ一思いにニュートリノレベルま

普段の

すべてのマスを埋
めるとナナメに答え
が現れます。�（鴉）
� ヒント：５文字

10月号の当選者
正解：キンモクセイ

応募総数� 148名
正解者数� 144名

・伊藤　雄亮様� （法・２）

・岩城　麻子様� （理・院）

・上村　祐一様� （総・３）

・奥羽　芙之様� （エネ・教）

・京藤　紀昭様� （文・３）

・炬口　正樹様� （文・２）

・小門　憲太様� （工・院）

・朱　　龍輝様� （工・２）

・菅原　史晶様� （法・４）

・松波　卓也様� （理・３）
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逆説・矛盾の意

静岡市にある弥生後期の遺跡

地方○○○○○交付金

文豪ゲーテの最期の言葉「もっと○

○○を」

木の人形。転じて役立たずを指す

腐肉に集まる甲虫。埋葬虫とも書く

○○と喧嘩は江戸の華

接見や歓迎会などのこと

都会から離れた辺鄙な地域

無骨で拙いこと

薩摩、かき、つくね、唐……

○○○カロテンは良質なビタミンＡ

源となる

家の中で床板を張っていないところ

本誌6-7ページの特集「○○の○○」
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男との出会いがなく女が苦労する様

マツやイチョウは○○植物

空中では蜃気楼にすぎず、砂上では

すぐに崩れる

……デカ、ウンデカ、○○○……

刀の数え方はひと○○ふた○○……

晴れた日のグラウンドなどで起こる

お手、おかわり、待て、○○

古語で「髪の毛」

企業間の協力や提携のこと

……喜寿、傘寿、○○寿、卒寿……

のみのような歯を持つ○○○類

菓子の一種。オールドファッション、

クルーラーなどの種類がある

過剰に誉めること

チャップリンのかぶっている帽子

・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。� （12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。

最近めっきりお酒に弱くなりました。なんか損した気分になりますよね。飲み会で同じ会費払ってるのに……とか思いませんか？ かと
言って無理して飲むと次の日自己嫌悪に陥るような事態を引き起こしたりしてるし、、、、、誰か酒のいい飲み方を教えて下さい（半分意識
がもうろう（←漢字わかりません）としているので自分でも何書いてるのかよくわかりません（いや、実際はわかってるんですけど、酔っ
払ってるし支離滅裂でもまあいっかなーと思えてしまってそれがちょっと困りものです））� （工・４　筆名前）



で分解したろか？ ん？
カ：黒っ！

トナカイに飼われている

� （法・１　森の妖精）

ト：……。
カ：……。
ト：（クスッ）。
カ：おい！ 心当たりあるのか！

「オレオレ」としか言わない電話口の

孫の口座に20万円を振り込む優しいお

じいさん

�（総・１　何となく青に近いブルー）

カ：サンタさん騙されてる！

プレゼント用にお金を他人の家から集

めてまわってます

� （理・３　道楽亭半ケツ）

カ：サンタさんが涙ぐましい努力してる
のに、オレオレ詐欺め……。

強盗� （工・３　下関条約）

カ：って、おおおぉい！ サンター！
ト：さっきの20万円も、元はここから

……（クスクス）。
カ：意味深に笑うな！ まさか共犯じゃ

ないだろうなコノヤロー！

住居不法侵入で服役中

� （工・２　ひにょ）

カ：真っ当にしてても捕まるな。
ト：まあ、中途半端に法律とか知りだし

たガキどもがほざく事ですね。
カ：だからいちいち黒いなお前は！

ぼくのお父さん� （工・２　マイコ）

パパ・ママ� （農・２　ふみを）

カ：なんだ分かってるんじゃ……。
ト：でりゃあぁっ！！
（※残酷なシーンにつき、お見せでき
ません。しばらくお待ちください）

ト：危ない危ない。僕たちの存在が消え
てしまうところでした。

カ：……。

デュエリスト�（経・３　エアギター）

ト：サンタさん、見た目はふくよかなお
爺さんですけど、実はプレゼント運び
で鍛えてて筋肉隆々なのかもしれませ
んね。僕より強いかも。

カ：お前も十分だよ……。
ト：では皆さん、風邪と背後から迫りく

るトナカイに気をつけて、クリスマス
を乗り切ってくださいね、さような
らー。

▼「食べ放題の店特集」に紹介した「美
山の子守唄」は、クリスマスシーズンの
ため、12月中はケーキバイキングを行っ
ていません。ご注意ください。 （taken）
▼写真が消えました。色々な人にごめん
なさい。 （初記事は苦い思い出；aNa）
▼来年の年賀状のお年玉賞品は豪華だそ
うです。 （これも書きたかったな；Ｑ）
▼初インタビュー記事です。教授から直
接話聞ける機会なんてそうないので、い
い経験でした。
 （たまにはココもまともに；TIGLA）
▼↓の後輩が「10万円ぐらい下さいよ」
と 言ってきました。 （あーぁ；スペ砲）
▼↑の先輩が「10万円ぐらいあげるよ」
と言ってきました。 （遠慮なく；黒兎）
▼すごく……、忙しいです。読んでない
小説がどんどん積まれて……。
 （そろそろ天井に；水無月）
▼びっくりプレゼントのびっくり具合に
編集部一同驚愕……。 （さすが；鏡）
▼初稿は最終稿 （鴉）
▼日本酒も好きですが、某銘柄のジンを
ロックでちびちびやるのも好きです。
 （１杯だけ；佐和）
▼所持金37円の同僚に、なぜか今日の
晩メシをおごることになってしまいまし
た。 （うーむ；編集長）
▼十人十色の投稿に、「ニート」や「ひ
きこもり」が異常に多かったのはなん
だったんでしょう。
 （サンタさんを信じてあげて；VA）

「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

２月号のお題は……

 「○○がとまらないっ！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

・夜更かしが止まらない

・自主休講が止まらない

・惚
のろけ

気話が止まらない

 ……などなど、十人十色な

� 皆様の投稿お待ちしております。

※お詫びと訂正
先月号のクロスワードの盤面でタテのカギ番号「４」が
消えておりました。この場を借りましてお詫びをさせて
いただきます。

明日やろう。� （法・１　ハルキル）
⇒いっそ来年まで回してしまいましょう。� （そうすれば大学生活のほうが延びてくれる；編）


