
鴨川を船でくだって等間隔カウント

 （工・２　ぱねおか）

天：うーん、ついでにこれを叫びながら
やってくれるなら、まぁ良しとしよう
かしら。

もう今年もあと少しという現実をどれ

だけの人に叩きつけられるか

 （文・１　しろみ）

男：ぐはっ……。その言葉で一番ダメー
ジを受けてしまうのは俺だ……。今か
らでも何かして充実した１年にできな
いものか……ああっ、これだ！

クリスマスの夜11時以降にコンビニ

に行き、半額になったケーキを買って食

べる。（実話） （農・３　えーやん）

天：いや、充実した１年のために、あな
たにはそれ以前にすることがあるわ。
カレンダーをよく見なさい。

男：え？

スポーツ？ 今年のクリスマスは火曜

日だぞ、講義に出ろよ

 （理・１　ぺんぎん）

男：どうして俺が明日講義に出るつもり
が無いことを知っているんだ！

天：天使だもの、なんだって知ってるわ。

男：くっ……仕方ない、これだけは最後
まで取っておくつもりだったんだがな。
くらえ！

１人で寺院に行く（仏教）

 （文・１　川島正晃）

天：きゃあ！ や、やめて！ それだけ
は言っちゃだめ！ あとそのペンネー
ム誰よ！

男：スポーツとかなんとか言いながら人
に別の宗教の行事を押し付けやがって
……。お前は何かやったのか！

天：ちゃんとやってきたわよ、ほら！

クリスマスケーキを泡だてるときの腕

の筋トレにきまってるじゃないですか！

異論は認めますが。 （文・院　GB）

男：え……？
天：私は異論は認めないわよ！ 作って
きてやったんだからね。何よキョトン
として、ほら、食べなさいよ！

男：……ところで俺、こんな投稿見つけ
たんだけど、どうだろう。

来年のクリスマスの彼女とのデートプ

ランを考える （工・１　あっちゃん）

天：……うん、来年///

 ――メリークリスマス。

▼バレンタインってどんな秘めたる感
情？ （あばれんたいん(ｷﾘｯ；Ⅳ）
▼↑……あばれんたいんの前にクリスマ
スがやってくりすます……？
 （ネタフリが厳しいよ……；猫ろ餅）
▼どうかあなたのところにも、素敵な天
使が訪れますように。 
 （ケーキ食べたいな～；椿井）
▼私は断じてロリコンではない。
 （でもほっぺたぷにぷにしたい；ルリア）
▼お風呂で音楽聴いてたらイヤホンが溺
死。 （３秒ルールの限界；えすみ）
▼３Ｃルール→チャージチェンジチャレ
ンジ （社長いただきました；とろわ）
▼最近見たC    （Cockroach；akta）
▼いやー、共同執筆って大変やな。
 （一人で書くより疲れるな；和三盆）
▼えっ、でも楽しくなかった？
 （僕は君との日々を忘れない；檸檬）
▼僕の中ではまだ夏休みです。
（だからクリスマスはまだ来ない；灼熱）
▼私にとってクリスマスは
 （ケーキを作るためのいい口実；霞草）
▼今年のクリスマスは雪山へ。
 (ただの現実逃避；糖蜜)
▼寒い！ 
 （現在重ね着４枚、記録更新中；夷）
▼君らがもっと編集後記書いてくれない
と、僕がたくさん書かなきゃいけない
じゃないか。仕方ないなぁ、ここは一つ、
僕のとっておきの面白ネタで締めてあげ
ようじゃありませ（無理でした；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。

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

サンタクロースの正体をできるだけ多

くの子どもにバラす 

 （工・３　キイロイヒト）

天：理系の専門知識が豊富で、理屈くさ
いあなたには簡単でしょう。

男：ひ、ひどい！ そんなことするやつ
には、俺ならこうしてやる！

サンタを信じるこどもの夢を壊す人に

お仕置きする （理・１　phulax）

男：理系だからって、こんなところで科
学的に理屈こねるのは無粋すぎる。

天：なるほど。お仕置きなんてアクティ
ブなこともできるんじゃない。じゃあ
これくらいしてほしいなぁ。

四条河原町でカップルの間を割って通

り抜けた数を競う （薬・３　薄幸の民）

男：さっきからお前は、どれだけ俺を悪
者にしたいんだよ！

天：あなた全然わかってないわね……。
私はただ、神聖なクリスマスを誤解し
ている人たちが許せないだけよ。

男：でも同じカウントするにしてももう
少しソフトなのがあるだろ！ ほら、
これとか。

天：あぁ、なんて模範的なの……。
男：どうしてこの寒空の下、そんなこと
しなきゃいけないんだよ！

天：じゃあ、このポピュラーなやつから
始めてみる？

一晩で世界中の家を一軒一軒回るス

ポーツ（団体戦） （工・３　匿名希望）

天：ユニフォームは赤で、三条に行けば
買えるわよ。

男：団体戦はちょっと苦手かな……。
天：そんなあなたにはこれかしら。

一人で家にこもって精神を高める

 （工・２　モリストDF）

男：すみません、もうすでに懲りている
ので、それだけは勘弁してください。

天：文句が多いわね。じゃあこれは？

京大男子Ａ（以下、男）：ああ、今年の
クリスマスイヴも下宿で一人ぼっち
かぁ。みんな今ごろデートかな……。
天使（以下、天）：あなたは何か勘違い
しているわ！
男：うわぁ！ 誰だお前は！
天：お前とは失礼ね！ 私はクリスマス
を勘違いしているあなたみたいな人を
救うために舞い降りた天

エンジェル

使！ クリス
マスは神聖なるスポーツなのよ！ ほ
ら読者のみなさんからの投稿を見て！
男：（俺は寂しすぎて幻覚でも見てるの
か……。）っていうか、クリスマスっ
てスポーツだったの？ え？ それっ
てどういう意味で……。
天：えっと、何のことかしら（ギロッ）
男：……いやなんにもないです。

三条大橋の下で（上で）正拳突き

 （農・３　ネズミーランド）

タテのカギ
１.

２.

３.

５.

６.

７. 

９.

12.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

22.

24.

・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。

※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。

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：akta）

10月号の当選者
正解：タキコミゴハン

応募総数 149名
正解者数 148名

・足立佳奈美様 （薬・３）

・天野　史也様 （経・１）

・岡原　拓馬様 （工・３）

・倉田　康平様 （農・１）

・柴田　　翔様 （工・２）

・都築　雅美様 （農・２）

・中田　岳俊様 （文・１）

・萩原　直希様 （工・３）

・南　　千晴様 （経・３）

・渡辺　久之様 （工・１）

ヨコのカギ
野球でいう９回裏。試合の○○○○

もちに入れる木の実。○○の実

⇔正室

take off

麻雀で、対子があるときにできること

亜麻。○○○室

ルネサンス期のイタリアの作家、人文学

者。代表作は『デカメロン』

唐のお坊さんがお経を取りに行く物語

世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥

にも　○○ぞ鳴くなる(皇太后宮大夫俊成)

原子番号26

今月は２日、９日、16日、23日、30日が

該当する

京都大学の図書館／室に所蔵された図書

や雑誌などが検索できるデータベース

ものの使い道

社寺で出す神仏の護符

ふりがなやふりがな用の活字

面倒くさい人はこれが焼ける

１.

４.

８.

10.

11.

13.

16.

20.

21.

23.

25.

26.

１年の邪気を払い長寿を願って正月に飲

む薬酒

リビアの首都

平安時代にできた作者不詳の物語。あら

すじがシンデレラに似通っている。○○

○○物語

人が何度も転生し、また動物なども含め

た生類に生まれ変わること

エラー

メイドや執事のこと

女の子が着るゆるやかで長めのトップス

相手の体勢を崩し、重心の掛かっている

足の膝の裏側へ自分の足を内側からかけ

相手を倒す柔道の技。○○○○刈り

狼

うわべだけの威勢や、空威張り。○○○

○を張る

住宅地で車など運転しているときは子ど

もの○○○○に注意

⇔左腕

FROM EDITORS

24

「月が、綺麗ですね。」「そうですか？」 （法・院　たいやき）
⇒「……えーと、ところで実は僕、あなたのことが」「今日は新月なんだから最初からそう言ってくださいよ、もう。」 
 （ちなみに私は「死んでもいい」派；編）

次号のクロスワードの答えは「はみだしすてーじ」にしてください。 （農・１　キミタコゴハン）
⇒次号の担当に掛け合ってみます。 （と言うとでも思った？；編）


