
正岡（以下、正）：あー、今年の正月も
暇だな……。ま、今年も寝正月かな。

月川（以下、月）：つまんねえな。せっ
かく「新年の新しい遊び」を考えても
らったんだ。一味違う正月をエンジョ
イしようぜ！

正：正月くらい休ませろよ……。
月：年中休みっぱなしのくせに。ほら、

早速見ていこうぜ！

遊ぶ？……いや、寝る。

� （理・１　はしもーちゃん）

月：なん……だと……？
正：結論出ました。はい、終わり。
月：いきなり締めるな！ 俺が求めてる

のは斬新な遊びなんだよ！
正：斬新ねえ……。

スイカ割り� （理・１　川西能勢口）

正：これで満足？
月：斬新すぎるわ！ もう正月関係ねえ

じゃん！
正：めんどくせえなこいつ。
月：もっと正月っぽいやつは……おっ！

蛸揚げ� （文・院　うむ　他）

月：凧揚げという正月の風物詩に蛸とい
うスパイスを……素晴らしい発想だ。

正：いや定番のネタだろ。斬新な遊びと
いうならもう少しひねってほしいね。

月：うっ。なら、これはどうだ。

初日の出に向かって寒中水泳

� （法・３　シャンバリ－レ）

正：遊びじゃなくてもはや修行だな。
月：また文句かよ。まあ過酷だけどさ。
正：せめて遊び心というものをだな。

月：遊び心か。

trick�or�お年玉！� （工・１　ノヤン）

正：ほう、お年玉にハロウィンみたいな
遊び心をプラスするってわけか。

月：でもってこんな気の利いたtrickの
おまけ付きだ！

年賀状を無差別に送りつける。

� （工・３　キイロイヒト）

正：いたずらってレベルじゃねえ！ た
だの迷惑行為じゃねーか！ 関係ない
人まで巻き込む気かよ！

月：駄目？ じゃあ、これだ。

除夜の鐘襲撃� （文・２　まさk）

正：それも駄目だよ！
月：正月じゃなくて大晦日っぽいから？

でも、「貴様の役目は終わったんだよ」
みたいなセリフでごまかせば……。

正：違うわ！ 迷惑だからやめろっつっ
てんだよ！

月：じゃあどんないたずらがいいんだよ。
正：もうそこから離れろよ……。

餅ジェンガ� （医・２　沢）

正：ほら、こういう平和なのもあるだろ。
月：え、これいたずら？
正：その話はもういい！
月：ちぇっ。お、じゃあこれとかは？

全国すごろくの旅。�（工・１　おうち）

月：時間をもて余す学生にはぴったりの
遊び心あふれる過ごし方だな。

正：正月中に終わらない気はするがな。
月：ならスピード勝負の旅はどうだ！

12/31の終電で帰省して１/１の始発で

戻ってくるエクストリーム帰省

� （工・１　ぬるりん）

月：このあふれるチャレンジ精神……刺
激的な正月を約束してくれそうだぜ。

正：ほぼ正月前に終わるじゃねーか。て
か帰省の意味無いじゃん。休む暇無い
じゃん。エクストリーム徒労じゃん。

月：うわあ超不満げ……そんなに嫌？
正：当たり前だろ。帰省の目的なんて実

家でダラダラする以外に何がある。そ
れができない帰省に価値は無い。

月：ああ、そう……次いくか。

年越しの瞬間までのカウントダウンを

開始する� （薬・４　のんた）

月：あえて無駄とも思えるチャレンジに
挑むか。こういう過ごし方も面白いぜ。

正：エクストリーム徒労その２。以上。
月：なんかいっそうやる気無くなってる

な。もうちょっとのってこいよ。
正：……ほれ。

卒論執筆� （工・４　匿名希望）

月：おい、さすがにこれは遊びじゃ……。
正：いいか、世の中には、こういう正月

なんか休みたくても休めない人もいる
んだよ。暇な俺らは、この人たちの分
まで精一杯ダラダラするのが礼儀だ。

月：何その理屈!?
正：だから正月に刺激なんて不要。以上。
月：おい！　……でも、やっぱり変なの

かな、正月に刺激求めるなんて……。
正：……やれやれ。（サッ）

新年、それはもう新しい遊びの始まり

だよ。� （医・１　黒い鳥）

正：まあ、これで納得しとけ。
月：……そうだな。特別なこと無くても、

新年が始まればたくさん刺激的なこと
があるんだよな。なんか元気出たよ。

正：おう、それなら良かった。
月：ありがとな。お前も良い正月を……。
正：俺はこれで十分だよ。

元日を寝過す� （薬・３　薄幸の民）

月：……最後までぶれねえな。

▼４２８のプレイ時間は大体30時間で
す。（２日でクリアする自分とは；ルリア）
▼年末から正月、成人式まで冬休みが
ずっと続けばいいのに。
� （もちろん実家で寝てたい；山椒）
▼成人式のために作ったSNSの中学校同
期のグループに、知らない顔が多すぎて
困ってます。�（化粧って怖い；はねず）
▼大学生ってお年玉もらってもいいんで
すかねえ？
�（バイトしろと一蹴されそうな気が；夷）
▼先生にいただいたお年玉
� （単位を見事に落とし玉；あずる）
▼君に届け、わたしのキムチ
� （あなたを恋に落とし玉；家兎）
▼で、出た～～～こたつの必殺技!!
� （私を眠りに落とし玉；明日）
▼上の３人はいろいろ落とし落とされて
ますが、センター試験のある受験生のた
めに、何のオチもつけません！
�（結びきれずに気を落とし玉；とろわ）
▼本当にこんなアホな企画に付き合って
くれてみんなありがとうございます。
�（なんと無駄で素敵な３日間；猫ろ餅）
▼二徹目ですが、朝から下宿に親が
� （定刻起床装置が欲しい；十の字）
▼毎回ここに何書くか悩む。はみだしみ
たいに募集するか。
� （嘘だよ。送らないでね；和三盆）
▼今月号で編集長引退です。ほんとにい
ろいろあったなぁ……楽しかったです。
�（ありがとうございました！；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

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：夷）

11月号の当選者
正解：アイマイモコ

　　　（アマイコイモ）

応募総数� 124名
正解者数� 117名

・井口万理恵様� （文・４）

・江川　弘行様� （理・院）

・勝野　友之様� （工・３）

・神谷　有輝様� （理・２）

・岸本　真様� （工・１）

・杉本　拓海様� （法・２）

・高橋　維子様� （医・２）

・辻村　英那様� （文・４）

・長谷川裕晃様� （経・１）

・村上　　宥様� （工・４）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

９．

12．

14．

15．

17．

20．

21．

23．

正月に子供が親や親戚からもらうもの

アフター○○、○○マネージャー

紙をプラスチックフィルムでコーティン

グすること

アスベスト

2016年の夏季オリンピック開催地の略称

困ったときはこれにもすがりたい

波が障害物を回り込んで伝播する現象

民衆の間に自然発生し伝承されてきた歌

⇔衛星波

容量分析に使われる、濃度が既知の溶液

この川を渡る時にカエサルは「賽は投げ

られた」と言った

デンプンが熱湯を加えられてのり状にな

ること

金属をらせん状に巻き、その弾力性を利

用してエネルギーを吸収、蓄積するため

の機械要素

抑制がなくなり、自由に振る舞うさま。

○○が外れる
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大晦日から元旦にかけて行われる八坂神

社の行事

網を魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて

引き上げる漁法

魚介類の肉や内臓などを塩漬けにした発

酵食品

寝ようとするとき

本物の替わりとなるもの、模造品

座席指定の乗り物に、座る席がない状態

で乗ること。○○○○特急券

地球内部の、地殻と核の中間にある層

江戸時代、捕吏が犯罪人を捕らえるのに

用いた道具。棒身にかぎがついた形状を

している

立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合

の花

背を丸くしてうずくまるような猫の座り

方。○○○○座り

一首の歌の内容を表した絵

新年のあいさつはこれに書く

・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。

28

多様だから面白い、けれども価値を最大化するのが難しい。� （工・院　JNY）
⇒されど、多様なる価値を最大のものへと昇華せしめることこそ、京大人の本懐。� （われら編集部員もしかり；編）

修了するまでにはみだせるかな??　いや、修了できるかな??
えっ??　ちょっと……それは……できないと……非常に……困るんですが……� （文・院　ＧＢ）

⇒とりあえず、はみだせはしましたよ。� （あとはがんばりましょう；編）


