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ワトスン（以下、ワ）：もう十色が始ま
るというのに、ホームズはいったいど
こに……？

ホームズ（以下、ホ）：やあワトスン君。
遅れてすまない。

ワ：ホームズ！ いったいどこに行って
たんだ？

ホ：いや、モリアーティ教授とちょっと
ね。それはさておき今月のテーマは「ビ
ラが○○になってま～す」だな。さっ
そく始めるとしよう。

ビラがサナギになってま～す。羽化す

るまでしばらくお待ちください。

 （医・４　エリック）

ホ：……。
ワ：……。
ホ：……。
ワ：えええええい！ はやく羽化しない

と進まないよ！ 次!!

折り鶴 （工・３　daruist）

折りたたみ式彼女 

 （工・４　男前代表）

ホ：折る系ね。鶴と彼女のセットとはま
るで昔話だな。

ワ：僕はペンネームにひっかかるね。男
前代表なら折りたたみでなくても、彼
女いるだろうに。

ホ：ワトスン君。君の頭は真っ白だな。
彼は、もう現実に満足できなくなった
のだよ。君ももっと洞察力を高めなく
てはならないな。

ワ：そ、そうなのか？ じゃあこれは？

λ会案内書（１月目無料）

 （工・２　ドツグウ）

ホ：これは○進会の案内書だな。見れば
わかるだろう。しっかりしてもらわな
くては、ベーカー街に客が来なくなる
ぞ。

ワ：ご、ごめん（Ｚには見えないけど）。
ホ：やれやれ。さあ次は？

１万円札 （理・２　敗者）

小切手（欲しい） （農・２　citron）

ワ：こういった投稿は多かったな。僕も
ビラがお金だったら絶対もらうと思う
よ。

ホ：まあ、世の中はそんなに甘くはない
がね。地に足つけて生活することをお
すすめするよ。

婚姻届 （理・1　Marz♂）

離婚届 （文・1　捺印済）

ワ：ど、どっち？ 捺印済とか、離婚成
立しちゃってるよ！

ホ：そんなワトスン君は、奥さんと仲む
つまじくやっているのか？

ワ：も、もちろんだよ。
ホ：へえ、こんな投稿が来ているんだが。

モザイク （工・２　ボス）

ワ：えーと、モザイクかかっているとい
うことは結構やばいシロモノなのか？

ホ：取ってみよう！ そら！

ラブレター （理・４　Lunar Cat）

ワ：それは僕が○○にあてた手紙じゃな
いか？ や、やめて～!!

ホ：まだまだあるぞ!!
ワ：ま、待ちたまえ！ あーーー!!

見ろ！ ビラがゴミのようだ！

 （エネ・院　戸愚呂面接官ムスカ大佐）

ワ：はー……。名言とともに、僕の私生
活が白日のもとにさらされていく。君
はなんてことをしてくれたんだ？

ビラが重要な役割をになってま～す。

 （理・２　タコ風船）

ホ：そういうことだ。以後気をつけるよ
うに。

ワ：……はい（泣）。なんか傷心の僕を
癒やしてくれるような投稿はないの？

ホ：これとかどうだ？

素敵な未来へのチケット

 （法・３　ポポポ）

ワ：いいね！ よし、僕は心を入れかえ
るぞ。見ててくれホームズ！

ホ：ほほう。では、これはどうかな？

あ・た・し♡ （文・１　愛が足りない）

ワ：な、なんだって！ しかも……

お持ち帰り自由 （工・４　56）

ワ：まじかー！ これはもらうしかない
ね。

ホ：落ち着きたまえ。これはビラがお持
ち帰り自由なだけだ。

ワ：ホームズそれは違うぞ。ビラがあ・
た・し♡で、そのビラがお持ち帰り自
由ということは、すなわちあ・た・し
♡お持ち帰り可能ということだよ！

ホ：……君はこりないね。しかたがない。
これを見てみよう。

あぶりだし （農・１　サキーナ）

ワ：よ、よし、あぶってみるぞ！ こ、
これって……？

脅迫状 （農・１　マリモン）

ワ：妻からだー！ あーーー!!!
ホ：読者もワトスン君のようにならない

ように気をつけよう。ではさらばだ。

▼過去のらいふすてーじより。「11月号
が２つ!?10月号が無い!?」……豪快な間
違え方でした。 （誤植が恐い；aNa）
▼初記事です。でも別の名称でここに２
度ほど登場しています。
 （ヒントは１月号と２月号；Ham）
▼阿闍梨さんもお歳暮などに阿闍梨餅を
贈るそうです。 （米）
▼うつだうつだと聞かれたら、答えてあ
げるが世の情け、世界の破壊を防ぐため、
世界の平和を守るため、愛と正義の悪を
貫く、ラブリーチャーミーな仇役
 （なーんて……；水無月）
▼朝起きるのが大変でした。
 （ねむいち；えむいち）
▼1990年生まれが大学生になるなんて。
 （平成生まれより怖い；Amy）
▼４月です。新学期です。みなさん、こ
の春の気持ちのいい空気を肺いっぱいに
吸い込んでみてください。―そんでみ
んな花粉症になればいいと思う。
 （この辛さをみんなにも；TIGLA）
▼最近ハマっているもの。海藻、デジカ
メ、時間割、青春１８きっぷ、マンホー
ル、KTR、輪転機、コイントス、時計台、
MO、奇声、ハンマー、輪行袋、アメフ
ラシ。 （鴉）
▼僕はファンキーです。 （すえきち）
▼私はヤンキーです。 （きなこ）
▼☆ （小五郎）
▼百万遍のどんな店のカレーよりも、俺
のカレーは……美味いぞ！ （キイロ）

「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
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From Editors

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：きなこ）

１月号の当選者
正解：ネンガジョウ

応募総数  117 名
正解者数  116 名

・梅沢　成之様 （工・２）

・小梶　美幸様 （工・３）

・笠嶋　慶純様 （工・２）

・片山　賢一様 （理・他）

・竹内　理人様 （薬・２）

・土井　健志様 （工・他）

・林　　佑樹様 （工・１）

・薬志　彰一様 （理・４）

・山田　純輝様 （理・３）

・脇　　奈七様 （教・他）
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13.

15.

18.

不仲な者同士が同じ場所に居合わ

せること

内緒でためたお金。妻が夫に隠れ

てためることが多い

中国の河川である長江の別名

古語で「たいへん」の意味。用例：

○○をかし

その場にいる全員の意見が同じに

なること

夏の暑さ。用例：○○○あたり

仏教用語で、この世に生きながら

得られた悟りの境地のこと

海やプールで使う環状のもの

メキシコ湾とカリブ海とを分かつ

半島。○○○○半島

RNAの正式名称。○○核酸

１．

３.

６.

７.

８.

10.

11.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

　

21.

長野・岐阜などの、甘辛いたれを

使う郷土食。○○○餅

祭日の前夜に行われる小祭　

かまぼこの原料となる魚

英語で「疑う」を指す

早春に見られるスギナの胞子茎

慣用句「○○を投げる」

長さと容積と重さ

需要の対義語

陰暦11月の異称。○○月

仲直りすること

詩仙と称される中国の詩人

2012年の干支

８月中旬に行われる、先祖の冥福

を祈る仏事

挽肉を使った揚げ物。○○○カツ

・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。 （４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。

※回生・所属は応募当時のものです。

外出の際は
コンセントを抜く

他人の家でしか
充電しない

ビラが
○○になってま～す。

なんと★ビラが  

 
パ
ズ
ル
に
！

百万遍にて、カレー戦争勃発!! （農・４　CoCo壱派）
⇒全店制覇した私が勝者です。 （カレー大好き；編）

そろそろデビューしようかなっ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工・４　カミノー氏）
⇒もう手遅れですよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（デビューしたかった……；編）


