
兄：（……ガチャ、ゴソゴソ）
妹：ん……何の音？ （パチッ）え、お

兄ちゃん？ なにしてんの!? しかも
なにその格好!?

兄：あ……いや、わしはサンタクロース
じゃ。今日はクリスマスだから、一年
間良い子にしていた君にプレゼントを
……

妹：はぁ？ なに言ってんの？ もう私
中学生よ!? サンタクロースなんて信
じてるわけないじゃん！

兄：いやいや、そういう思い込みはいけ
ないぞ。ほら、実際こうしてサンタク
ロースがここにいるわけだし……

妹：ばッかじゃないの!? こんな夜中に
ウチの馬鹿アニキはなにを考えてるん
だか……。あ、ちょうどいいわ。サン
タなんかいなかったってみんなが気付
いちゃったときの話があるから、これ
でも見て頭を冷やしたら？

父親がプレゼントを持ってくるのを見

てしまった時 （総・４ 岩ピン）

夜中に母親がプレゼントを置きにきた

のを見てしまったとき

 （農・４ チャンス）

妹：いきなり致命的なミスね。これを見
ちゃったらもうサンタは信じられない
わ。

兄：分かってないなぁ。最近はセキュリ
ティが厳しいからなかなかみんなの枕
元へ辿り着けない。だから親御さんに
協力して置いてもらっているんじゃよ。

妹：じゃああんたはどうして私の部屋に
いるのよ？ 玄関の鍵は閉めたはずよ。

兄：企業秘密じゃ。

サンタからの電話。ディスプレイには

親の名前 （教・２ よっぴー）

妹：「サンタさんとお話してる！」って
喜んだ矢先の出来事ね。ショックだっ
たろうなぁ……。

兄：いやだから最近は「振り込めサギ」
だとかが多いから、なるべく親御さん
の電話を貸してもらっているんじゃよ。
まったく物騒な世の中じゃ。

妹：サンタも肩身が狭いわね……。って
同情しちゃダメじゃない！

サンタに頼むものの話をしたら高いも

のはダメだと何度も親に言われたとき

 （工・３ イル）

妹：親にとってはクリスマスプレゼント
にお年玉と、出費がかさむ時期だもん
ね。

兄：わしは高価なプレゼントでもみんな
が欲しがるならプレゼントするがね。
最近の親御さんはわしのことをこんな
に気遣ってくれているのか。ありがた
いのぉ……。

妹：じゃあ私にブランドのバッグちょう
だいよ。

兄：残念。今年のプレゼントはもう用意
してしまったんじゃ。プレゼントのリ
クエストは３日前までにしてくれない
と。

妹：うまく逃げたわね……。

サンタさんへのお手紙が宛先不明で返

送されてきたとき （法・４ イカ娘）

兄：おかしいのぉ……。みんなからの手
紙はちゃんと読んで返事を出している
んじゃがのぉ。

妹：お兄ちゃん、いつまで自分がサンタ
クロースっていう設定でいるつもりな
の？

兄：おっ、でもこんな話もあるぞ。

手紙に「売ってなかった」と書かれて

いた （農・２ あああああ）

兄：ほら、わしはちゃんとみんなからの
手紙に返事を出しておるぞ！

妹：プレゼントがあげられなきゃ意味な
いでしょ!!

押入れでサンタの格好を見つけたとき

 （文・３ ジュラルミン）

クリスマス会で先生がサンタにきがえ

るのを見たとき （文・３ ロムスカ）

兄：最近流行りの「コスプレ」っていう
やつじゃな。わしの人気も衰えを知ら
んの。

妹：お兄ちゃんの服にもタグが付いてる
わよ。

兄：まったく君はこんなイタズラをし
おって。こんなことをするならもうプ

レゼントはあげないぞ？
妹：私じゃないわよ!!

サンタを見たと親に言ったときの親の

反応 （工・院 nakapeko）

妹：そういえばお兄ちゃんが来るちょっ
と前、サンタが窓から私のことを覗い
てたわよ。

兄：けっ、警察！ 警察に通報だっ！
妹：嘘よ。
兄：……。

町に何人もいるのを見かけたとき

 （法・院 みみ子）

兄：これはほら、一晩で世界中の人たち
にプレゼントを配らなきゃいけないか
ら高速で配ってるんじゃよ。その残像
が……

妹：もう!! そんなくだらない事言って
るんだったら早く私の部屋から出てっ
てよこの変態アニキ!!

兄：おいちょっと待……（バタンッ）
妹：……ふぅ。もうほんとなに考えてん

だか。あれっ、なんだこれ？……あっ、
これ私が欲しかったマフラーだ。……
ふん、こんなにお兄ちゃんが頑張って
くれたんなら、すこしはサンタのこと
信じてあげてもいいかな……。

兄：（ガチャ）言ったな？
妹：言ってない！ （バタンッ）

▼生協弁当の記事は一応、特集扱いです。
 （初めての１ページ特集；KOP）
▼ツリーサラダは一緒に食べる人がいな
いから作らないなんて言わないで下さい。
 （やけ食いにも最適；かくたす）
▼クリスマスが大好き。
 （特集に託した思い；紅梅）
▼先月１年ぶりにプチ断食。
　　 （正しい方法で行いましょう；火狐）
▼闇鍋以来プリンを買っていない。
　　（あんなに好きだったのに；黒みつ）
▼タオルは万能。いろいろな使い方を試
しましょう。 （今は加湿器代わり；漆）
▼台風と一緒に東京に行きました。

（観光は一切していません；モンブラン）
▼初記事以来の十人十色のイラスト担当。
 （文章担当も初記事と同じ；くじら）
▼タスク管理ができません。以前もここ
に書いた気がします。おぎゃあああああ
 （CALLの勉強など知らぬわ；うむ）
▼毎年12月号表紙はイラストなんです。
 （なぜ12月なのか；晩犬）
▼お散歩、気持ちいいよって記事タイト
ル絵の人に言わせようとしたのに、誰も
許してくれませんでした。

（要はそれが言いたかったのに；燐）
▼本当は日本史を専攻したかった。

（理系ですが；Yoshi-ji）
▼本当は日本史をあまり勉強してない。 
 （文系ですが；色葉）
▼今年はどの子と過ごそうかな。 
 （なんて言ってみたいぜ！；編集長）

「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

十人十色

２月号の募集テーマは……

２月14日って何の日？

・アル・カポネが銃撃戦をした日
・煮干の日
・好きな娘の好きな人がわかる日

など、さまざまな投稿をお待ちしています。

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：色葉）

10月号の当選者
正解：ゴコクホウジョウ

応募総数 133名
正解者数 127名

・市村　晃　様 （農・２）

・大坪　翔一様 （文・２）

・木村　理　様 （理・４）

・小林美菜子様 （薬・２）

・佃　　光　様 （経・７）

・中村　繁貴様 （工・３）

・西口　広海様 （薬・１）

・村雲　泰　様 （工・１）

・矢持　力　様 （総・１）

・脇中　琢良様 （農・４）
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「面皰」なんと読む？

京都駅では選択肢が広いが、出町柳駅

では１つに限られる

○○下、○○磨き、○○べら

12月の異称

ブラック○○○、○○○バンド

現場不在証明

「あ」「い」「う」「え」「お」

鉄砲伝来の地

シーホース。たつの○○○○

手紙の結びの挨拶。主に女性が用いる

世界三大美人のひとり

太陽暦では日単位だが、太陰暦では月

単位

大晦日の夜

時機を得て生き生きとしているさま

を、「○○の水を得たるがごとし」と

いう
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あきれて○○○が継げない

脳科学の用語。感覚的体験に伴う独特

な質感のこと。感覚質

光源氏の母親

表面を滑らかにしたり、角を落とした

りするために使う

beautify、○○運動

葦
あし

を「よし」と言ったりスルメを「ア

タリメ」と言ったりする類

C2H6

中国の官吏登用試験。清朝末期に廃止

外来の香辛料だが、名前と原産地が一

致していない

10円玉の表と深い縁

効き目、ご利益

禁裏、禁中、九重ともいう

おごりたかぶっていること

たいていのレストランで最初に出て

くるもの。最近はセルフの場合もある

・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。
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街は銀杏色に染まってきた。空から降る一億の銀杏 （文・３　ロムスカ）
⇒街は銀杏に埋め尽くされた。地から漂う一番の悪臭 （自転車で踏み潰す；編）

冬は寒い！ （薬・４　ゼブラ）
⇒本当に！ （身体も心も……；編）


