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白太（以下、白）：新年あけましておめ
でとうございます。

黒兎（以下、黒）：今年もらいふすてー
じをよろしくお願いします。

白：今回のお題は「こんなおみくじはい
やだ」です。

黒：新年あけたばかりなのにネガティブ
なお題だな……。

白：いいじゃないですか！ 僕たちが明
るくすればいいだけです。それに僕、
おみくじについて頑張って調べてきた
んですよ。今日は僕に任せてくださ
い！

黒：それは乞うご期待だな。では、さっ
そく投稿を紹介しよう。

全部凶 （法・３　へも）

黒：これはいやだな……100％ダメじゃ
ないか。

白：えっ？ そうですか？ ネットによ
ると正月時期の凶・大凶は高値で取引
される日本最古のトレーディングカー
ドらしいですよ！

黒：どこでそんなの見つけたんだよ……
それは全部嘘だ！

白：えー、そうなんですか……。
黒：まぁ、そんなに気を落とすな。
白：そうですよね！ なんだか沸々とテ

ンションあがってきたぁー！
黒：やっぱり気を落としてくれ……。

よく見たらなめくじ

 （農・３　からあげ）

黒：これはきついなー。これ以上想像し
たくないから次の投稿へいこう。

白：僕まだ何もしゃべってないんですけ
ど……。

中
なかよし

吉 （農・１　パウンド）

白：これ、いやなんですか？
黒：さぁ、知らん。

優・良・可・不可 

 （農・１　いと眠し）

黒：可・不可・不可・不可・不可・不可。
白：ちょっと先輩！ 人の成績表読み上

げないでください。
黒：お前……前期悲惨だったんだな。
白：ほっといてください！　

当たりもう一回 （文・４　かっぱ）

白：えっ？ どこがいやなおみくじなん
ですか？

黒：これは、はずれが出るまで引き続け
なきゃいけないっていうのがいやなん
だろう。

白：そういうことですか。全くわかんな
かったです。

黒：ほんとにお前はバカだな。
白：そうですか？ 「ほんといい頭をもっ

ているよ白太君は……」ってよく褒め
られるんですけど。

黒：それは断じて褒め言葉じゃない！

続きはwebで （薬・１　ふじやん）

白：一時期ＣＭとかで流行ってたやつで
すね。

黒：ともかく「続きはwebで」って書い
てあるおみくじがあったら面倒だ。

白：僕はネットで詳しく知りたいから、
こんなおみくじがあってもいいと思い
ますよ。先輩みたいなアナログ人間に
は面倒なのかもしれませんけど。

黒：なんか言葉にトゲがないか？
白：言葉にトゲってなんですか？
黒：もういい……。

パスタ （教・４　もち肌）

白：せっ、先輩っ！ この投稿全く意味
がわからないです。もしかしてこれが
噂の荒らしってやつですか!?　神聖な
十人十色を荒らすなんて極悪非道極ま
りないです。今から天罰を与えてきま
す。ゴム手袋にスコップに……。

黒：……白太、これは荒らしじゃない。
白：そうなんですか？
黒：棒が出てくるタイプのおみくじがあ

るだろ？
白：シャカシャカするやつですか？
黒：そうだ。あの棒の代わりにパスタを

入れるってことだよ。
白：超絶理解！ 万歳！ 万歳！　
黒：……。

血文字 （薬・２　かとーくん）

 

白：神社に突如あらわれた変死体！ そ
の手には「だいきょう」と血で書かれ
たおみくじが……。

黒：ミステリーの読みすぎだ。
白：まぁ、犯人は大京さんていう人なん

ですけどね。
黒：……お前これ以上しゃべったら体中

の関節をすべて外して逆にカッコイ
イって感じにするぞ。

白：ちょうどイメチェンしたかったんで
すよ。期待してます！

黒：……。

白紙 （工・３　白紙）

白：白紙って大吉より上ですか？ それ
とも下ですか？

黒：ちっげーよ！ 何も書いてないって
ことだよ。

白：何も書いてないなんて詐欺じゃない
ですか！

黒：普通に考えたらただの印刷ミスだろ
うがな。

白：おみくじ引いて白紙だったらもう怒
り心頭ですよ！

黒：……もうお前についていけん。帰る。
白：何もオチが思いつかなかったんで帰

るって、ベタなオチですね。
黒：オチじゃねーよ！

▼冬になったら水が冷たくなって、炊事
をしたくなくなりますよね。たまには手
抜きも大切ですよ♪
 （来月号もお楽しみに……；water）
▼白太のキャラが途中で暴走しだしたの
は断じて俺のせいじゃない！
 （俺のキャラは薄くなりました；黒兎）
▼今回の記事は編集部内で「モヤッ
シャー」と呼ばれていました。 
 （もやしに愛を込めて；遊歩道）
▼２回生になったら記事は自分で書きま
す。と思います。
 （共同執筆者にほぼ丸投げ；remora）
▼ペンネームの読み方募集中!!
 （ペンネームは……；∴∵∴）
▼下の人のコメントの下の位置に何らか
のコメントを残す勇気の不足のせいのた
め後から書いたのにこの位置のコメント
になるのです。ってかパソコンに≪「の」
の連続≫とか指摘された。お前もだよ。
 （文系的思考の人間の；aNa）
▼・ （このあとの挙動を書け；榴輝）
▼記事中のメールの例文で、うっかり本
名を晒してしまうところでした。指摘し
てくれた亜子ちゃんに感謝。
 （持つべきは優秀な後輩；えむいち）
▼姫系デザインに心を奪われる毎日です。
 （ネタ帳がフリルだらけ；亜子）
▼今年から編集長をやることになりまし
た。今後ともらいふをよろしくお願いし
ます。
 （記事を書くのは今月が初めて；エース）

「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

４月号の募集テーマは……

新入生を見て
負けたと思ったこと
ユーモア　透明感　凛々しさ　
 ……など素敵な投稿をお待ちしています。
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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：亜子）

11月号の当選者
正解：コハルビヨリ

応募総数 146名
正解者数 145名

・荒木　真徳様 （総・４）

・池内　翼様 （工・２）

・石井　勝之様 （農・１）

・伊藤　雅浩様 （工・１）

・大崎　修司様 （工・１）

・大野　慎平様 （農・２）

・桶谷　歩様 （教・４）

・北川　航様 （工・１）

・西野　聡様 （工・３）

・安井　大輔様 （文・院）
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大根が春の七草になるとこう呼ば

れます

甲賀忍者と○○忍者

目隠しをして顔のパーツを並べる

遊び

西洋風の凧

他人の意見に無批判に従う人

冬になると履く人が増えます

筋肉や関節を伸ばす体操

１月11日になったら割るところが

多いです

物事を巧みに行う様子

羽根つきの遊び方の１つ。

「○○○○ついて遊びましょう」

芽が出るおめでたい食べ物として

おせち料理に入っています

今年の干支は？
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この冊子は「○○○すてーじ」

初夢に見ると縁起の良い鳥

小野妹子が訪れたころの中国

京大には10個あります

たばこの煙のこと

最も悪いこと

アディショナル・タイム、日本で

は○○タイム

宝石の質量の単位

サザエ・ホラガイ・カタツムリ

しし座を英語で

漢字をその意味に当たる日本語の

読み方で読むこと

熱心な気持ち

布団に入っている鳥の羽根

落花生で有名な県

岩より小さく砂より大きい

体の中を真っ赤に流れます

・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。 （１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。

「可もなく不可もなく」なんて優秀なんだろう （工・３　ひん）
⇒我が輩は不受験である。 （不可ではない；編）

元素記号のみで英作せよ。 （工・１　風霊守）
⇒HeRe IS LiFeSTaGe. （まさかできるとは；編）


