
編集部員ジャックくん（以下、ジ）：今
日はハロウィンか……ん？ 外に誰か
来たようだ。

編集部員ランタンくん（以下、ラ）：お
菓子くれなきゃいたずらするぞ！

ジ：……。
ラ：……お菓子くれなきゃいたずｒ
ジ：そんな決まりきったセリフじゃ不景

気な今どきお菓子ももらえないぞ。別
のセリフはないのか？

ラ：え？ そんな急に言われても……。
ジ：と思ったらなんとこんなところに読

者から頂いた新しいセリフの投稿が！
これを参考にしよう！

ラ：……それあるんなら聞かないでよ。

俺もう断られ続けてこれで300軒目だ
ぞ！ （農・１　ペェ）

ジ：300軒も回ったのか!?　そんなに

回って断られ続けるなんてどれだけ不
景気なんだ！

ラ：いや、さすがにこれは冗談でしょ。
でもこんなふうに言われるとあげたく
なるね。

ジ：なるほどな。相手の同情を誘ってお
菓子をもらおうという算段か。じゃあ、
こういうのはどうだ？

留年するぞ！ （農・４　すいほ）

留年するぞ （工・４　ゆふな）

ジ：お菓子くれなきゃ留年するぞ！ こ
のままじゃ留年するぞ！ 本当に留年
するぞ！

ラ：必死だね。でもお菓子あげたら留年
しないの？

ジ：……。
ラ：……次いこうか。

お前のノートパソコンで瓦割りするぞ。
 （理・１　IEEE）

ラ：これは痛手だよ！ やる側もリアル
に痛手だけど、僕たち原稿を書く者に
とってデータが無くなることは相当な
痛手だよ！

ジ：ふふふ……。俺のデータはいつもこ
のUSBの中に入っているから大丈夫。

USBのデータを消すぞ！
 （法・２　たいやき）

ジ：やめろ！ それだけはやめてくれ！
お願いだ！

ラ：やっぱりデータが無くなるのは地味
にきついよね。

ジ：こんな恐怖には耐えられない！ 次
だ次！

なまけちゃうぞ。 （農・３　やまっこ）

ジ：ふー、お菓子くれなきゃなーまけ
ちゃーうぞー。

ラ：一気に力抜けすぎでしょ。次の人を
見習ってよ。

オレが作ってやるまでだ！
 （文・３　夏太郎）

ラ：すごい！ カッコイイよこの人！
ジ：なんだこの圧倒的な女子力は。俺な

んかこっち来てからこのかた、何も
作ったこと無いぞ。

ラ：それはダメでしょ……。

債務不履行に基づく損害賠償請求する
ぞ （法・２　妹の兄上）

ラ：お菓子あげないだけで訴えられると
は……。

ジ：確かにハロウィンにお菓子をあげる
ことは義務だといえるだろうな。つま
り民法なんたら条において損害賠償請
求が成立するわけだ。（ドヤァ）

ラ：法学部の僕から見れば賠償金をとれ
るとは少し言い難いかな。そもそもお
菓子をあげる人は契約をしていないの
だからこの場合債務不履行ですらない
ことは民法415条以下を見れば明らか
だよ。

ジ：お、おう……なんかすまん。なんと
なく言ってみただけなんだ……。

アレするぞ……うん、アレだよアレ
 （理・１　そーめん）

ジ：えっ……。アレって、もしかしてア
レのことか!?（ドキッ）

ラ：何を妄想したか知らないけど、投稿
の裏を見てよ。

ジ：……男……だと!?　

リア充になっちゃうぞ（はぁと）
 （工・１　だってぼっちだもの。）

ジ：俺もお菓子くれなきゃリア充になっ
ちゃうぞ！

ラ：リア充になる可能性が無いから脅迫
になってないでしょ。

ジ：……。
ラ：うーん。結局どうしたらお菓子がも

らえるのかわからないよ。
ジ：いや、君のおかげで今度こそ確実に

お菓子がもらえる方法がはっきりした
ぞ！

付き合って下さい
 （理・４　奪格支配）

ジ：お菓子くれないなら俺と付き合って
ください。（キリッ）

ラ：ジャックくんなら不景気な今の世の
中でも、さすがにお菓子もらえるね！
なるほど！

ジ：フハハハハ！ もはやこの俺にもら
えないお菓子など存在しない！

ラ：やったねジャックくん！ お菓子が
増えるよ！

ジ：なんだこのむなしさは……。お菓子
の代わりに何か大切なものを失った気
がする……。

ラ：僕ジャックくんがうらやましいよ。
言ってなかったけど僕、彼女いるんだ。

ジ：貴様ーッ！

▼夏休みなんて無かったんや！
 （免許でオワタ；煌皇）
▼やっぱり短いと思います、夏休み。　
 （免許でオワタ２；えすみ）
▼今年の夏は暑死完徹。
 （暑くて死にそう。完全徹夜；和三盆）
▼あの夕日に向かって走れ！
 （行き着く先は西方浄土；檸檬）
▼夏休みは毎日外出達成！
 （半分以上がゲーセン；灼熱）
▼こづちの写真のために、８月の熱帯夜
に火に囲まれてきました。
 （夏はおすすめできません；はねず）
▼TOEICのスコアどうなるんだろう。
 （リスニングで撃沈；猫ろ餅）
▼旅行と旅行の合間にがんばりました。 
 （金と時間が飛ぶ夏；十の字）
▼健康的な生活っていいよね（どや）
 （実はそこまで健康的ではない；篝火）
▼同期の技術力が高すぎて、私にはつい
ていけません。 （肩身狭し；mono）
▼夏休みは海外で1ヵ月自分を探してき
ました！ （twitter片手に；霞草）
▼忙しくて実家に帰れなかった。
 （なんというリア充；椿井）
▼暇すぎて実家帰ったけどやっぱり暇
だった。 （なんという非リア；山椒）
▼初めて書いた記事です。
 （ぜひ感想をくださいな；吉備）
▼らいふ読んでくれないなら私と付き
合ってください。（キリッ）
 （後期もよろしくお願いします；編集長）

FROM EDITORS

「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。

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。
http://www.s-coop.net/lifestage/

今年度の４月から、らいふすてーじは
Twitterを始めました。アカウント名は
　lifestage28　です。

lifestage@s-coop.net
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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：えすみ）

６月号の当選者
正解：アイアイガサ

応募総数 183名
正解者数 182名

・伊田　尚馬様 （理・３）

・川崎　　亮様 （工・院）

・田中　健太様 （情・院）

・谷口　智哉様 （経・１）

・都築　雅美様 （農・２）

・土井　裕晶様 （理・３）

・橋本　浩法様 （理・１）

・林　　智也様 （工・４）

・平井　由紀様 （文・１）

・本村　耕太様 （情・他）
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人口、面積ともに26位の県

渦○、血○、大○、赤○

チェコの首都。独立運動が行われた

授業中は慎みましょう

カトリック教会における大天使の１人

聖武天皇は744年、○○○○の宮に都を遷

した

コンピュータを複数接続し１つのシステ

ムとして機能させる○○○○リング

河口付近で流水により形成される砂の堆

積構造

川端康成の短編小説。『伊豆の○○○○』

ヨーロッパの火薬庫

演劇などで本番通りに行う稽古

うどん、そば、パスタ

正岡子規が主催した短歌結社

歌舞伎で田舎の場面において使われる○

○○拍子

外出中

神仏が衆生を守ること
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司祭に呼びかける際の敬称

紫外線の浴びすぎが原因となるメラニン

の増加

麹に食塩を混ぜて作る味噌に似た調味料

桂文治、林家正蔵、三遊亭円楽

10の６乗

アフリカ北部にある砂漠

東南アジアで唯一海に面していない国

世界最大の反射鏡をもつ天体望遠鏡。ハ

ワイのマウナケア山頂にある

烈火のごとく激しく怒ること

金属

物事についての根本の考え

「海のミルク」といわれるほど栄養価の高

い海産物

韓国風すきやき

映画祭が有名なフランスの都市

サッカーなどで試合時間に追加される○

○タイム

五大湖工業地帯の中心

・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。 （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。

24

今号こそはみだしたい……。 （理・２　ささみ）
⇒はみだしました。 （いつか希望は叶う！；編）

「相合い傘」のことを「愛々傘」だと今まで思っていた。 （薬・４　のんたん）
⇒なんてロマンチックなんでしょう。 （愛が降ってくればいいのに；編）


