
　
▼こいのぼりの一番上のカラフルなや
つって何がモチーフなんですかね？ 
 （そんなことよりべこ餅食べたい；夷）
▼お店や食器をカラーでお見せできない
のが本当につらいので、Twitterに画像
を上げようかと思いますが……
 （雰囲気を味わいにぜひお店へ；椿井）
▼表紙です。カラーです。春から初夏へ
向かう５月、自転車でぷらぷらとお散歩
をぜひ！ （講義はうつらうつら；とろわ）
▼クロスワードです。白と黒のマスです。
 （シンプルだけど奥が深い；吉備）
▼目から鱗です。白と黒の目です。透明
な鱗があふれています。
 （鮮やかな色彩の爆弾；檸檬）
▼白黒はっきりさせてやろう。
 （もう白黒ネタがない；和三盆）
▼『白とか黒とか置いといて、とりあえ
ず劇辛料理食べようぜ！』
 （ってユキ先輩が言ってた。；メイ）
▼炊飯器料理、耐熱容器があればカレー
を作りながらご飯を炊くなんて工夫もで
きますし、耐熱容器が無くても野菜を
ラップに包めば温野菜を作ることとかも
できます。ぜひお試しあれ！
 （別に行稼ぎじゃないんだから；猫ろ餅）
▼バスで巡る旅はひたすらに疲れるけど、
ひたすらに楽しいと知りました。
 （早起きが必要な旅です。；煌皇）
▼５月です。授業も本格化してまいりま
した。でも５月病も真っ盛りです。
 （家からがんばって出ます……；編集長）

FROM EDITORS

『らいふすてーじ』に関するご意見・
ご感想は挟み込み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/
らいふすてーじではTwitterで記事の

裏話などをつぶやいています。アカウン
ト名は　@lifestage29　です。

lifestage@s-coop.net

先輩編集部員（以下、先）：今日はこど
もの日か。
後輩編集部員（以下、後）：先輩、こい
のぼり上がってますよ！
先：そんなにはしゃぐなよ、子どもじゃ
あるまいし。
後：子どもといえば、読者から「子ども
に戻れたらしたいこと」について投稿
がきてますよ。見てみましょう！

習い事、お稽古事を徹底的に拒否して

しっかり遊ぶ （人環・院　マサ）

こどもに戻ってゲーム三昧

 （工・２　木枯らし一号）

後：やっぱり子ども時代は遊ばなきゃ！
よく学びよく遊べって言うし。
先：上の投稿は決定的に「学び」が抜け
ているけどな。

後：勉強より大事なものがあるんです！
先：遊ぶのは大事だけどゲームばかりし
てちゃだめだ。どうせ大学生になった
ら体を動かさなくなるんだから……

将来のインドア生活に備えるため、今

のうちに外で遊んでおく

 （農・１　かめのて）

先：子どもの時くらい外で遊んでおいた
ほうがいいな……。

後：先輩はどうだったんですか？
先：お、俺はいつも外で遊ぶ超健康優良
児だったけど。

後：（ああ、嘘だな）……はい。大学生
になってからゲームするのはいいです
けど……

規則正しい生活をする

 （文・他　ロムスカ）

後：生活リズムを崩さないようにしたい
ですね。

先：俺は今でも10時に寝て６時に起き
る生活をしているけど。

後：先輩の場合、午前10時に寝て午後
６時に起きる生活じゃないですか！

先：や、やかましいわ！ お前はどうな
んだよ！

後：僕は遅くとも12時には寝てますよ。
先：昼の？
後：夜の！ もう、次行きますよ！

校長のヅラ疑惑を探求する 

 （工・２　柑橘系）

先：うちの校長カツラだったのかな……。
後：僕のところの校長は地毛でしたよ。
髪引っぱってみてもまったく動かな
かったんです。

先：お前、鬼か。

おこづかいを貯めて大人買い 

 （農・４　エリー）

先：子どもの頃は駄菓子を買い占めるの
が夢だったなあ。遠足のとき、お菓子
を買うのが一番ときめいたもんだ。

後：僕、最近よくやりますけどね。あの
頃の夢をかなえています！

先：いい年して何してんだ……。ときめ
きもくそも無い。

後：先輩、他にときめいたこととか無い
んですか？ ほら、この人を見てくだ
さいよ。　

あの子に告白 （文・院　うむ）

後：気になるあの子に告白しないまま、
後悔した思い出とか無いんですか？

先：いや、告白以前の問題だからな。な
にせ……

共学の学校に進学する 

 （薬・院　だい）

先：俺は中高一貫、男子校出身だ！ ６
年間女子と話す機会なんて無い！ 俺
の青春なんて無かったのさ!!

後：……なんか、すいません。
先：へっ、いいんだ。俺、別に彼女とか
いらないし。

後：すねないでくださいよ。
先：そういうお前は浮いた話とか無いの
かよ！

後：えー、僕は……

戻る必要はない。まだ子供だから…… 

 （薬・１　この絵踏みまろ）

むしろ大人になりたい 

 （法・３　わんちゃん）

後：まだまだ子どもですから！ そうい
うのは僕にはまだ早いです！ ただ心
残りといえば……

子供にまでとは贅沢言いません。一年

前に戻してください。真面目に勉強して

単位を取り戻したいのです…… 

 （工・１　ｋ）

後：１年前からやり直して、今度はしっ
かり単位を取りたいですね……。

先：でも、俺が思うに、もし過去からや
り直せたとしても……

どうせ同じ道を辿る （薬・２　ユウ）

先：結局こうなるのがオチなんだよ。だ
から……

そんなことを考えると人生に少しでも

後悔が残るから考えない 

 （理・１　はしもーっちゃん）

先：過去を懐かしく思うのはいいんだけ
ど、そうすると必ず後悔が生じるんだ
よな。だから、前を向いて生きるのが
一番なのさ。

後：……うまくまとめましたね。でも先
輩の方は単位とか大丈夫なんですか？

先：お、俺は過去を振り返らない！
後：たまには過去を振り返るのも大事で
すよ！

※所属・回生は投稿当時のものです。

十人十色

子どもに

戻れたら

したいこと

７月号の募集テーマは……

● 
●
●

人工衛星に乗せる
LEDをつける
一万円札に直書きする

など、たくさんの投稿お待ちしています。

確実に願い事が

かなうよう短冊に

工夫してみた

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：吉備）

２月号の当選者
正解：チオンイン
応募総数 86名
正解者数 81名

・赤田　菜々様 （薬・２）

・池尻　達紀様 （医・１）

・伊藤　圭人様 （工・１）

・小宅　由似様 （農・院）

・高岡　風太様 （総・１）

・西村　理沙様 （理・１）

・三宅　崇仁様 （薬・院）

・三好　康太様 （文・他）

・山本　　翼様 （経・１）

・脇坂　涼平様 （法・３）

２．

３．
４．

５．

６．

８．

９．
10.
13.

14.

16.

18.
22.
23.

名前がロシア皇帝の称号の語源にも
なったローマの将軍
固体と液体を分離するための紙
昆虫に自身を訪れさせるために花が分
泌すると考えられているもの
世界三大夜景のひとつに数えられる夜
景があるイタリアの都市
自分の立場を正当化するため他者から
の批判に備えて理論を構築すること
1789年５月５日にフランスで開催され
た会議
伊勢市と志摩市の境にある峠
何かの代替として交付される券や通貨
紫色の袈裟。前近代の日本では特に高
官が身にまとった
メールや掲示板の書き込みなどに対す
る返事や反応
原子や分子が電子の授受を経て電気を
帯びた粒子になること
手本。のっとるべき規則
曲の中で最も盛り上がる部分
文章の材料。証拠。料理などの原料

１．

４．
７．
８．
９．
10.
11.
12.
15.

17.

19.
20.
21.

23.
24.
25.

高く飛びすぎたため、太陽の熱で翼の
ロウが溶けて落下した、神話上の若者
衣服をつけた姿
絵描きや画家の別称
日本で人口が５番目に多い都市
リーダー
示○○、○○合、筆○○
１寸の100分の１の長さを表す単位
漆が原因で生じる皮膚の炎症
塩化ナトリウムと濃硫酸の反応ででき
る気体
広島県が日本一の生産量を誇っている
貝類
ノートなどに等間隔で引かれた線
国を治める人
そろばんで新しい計算を始めるときに
用いられる言葉「○○○○願いまして
は……」
新○○、○○度、学○○
男性の正式礼装。○○○服
水に浮かぶ泡のこと。儚いものにもた
とえられる

・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。 （５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。

※当選者の学年は当時のものです。

24

吾輩は京大生である。単位はもう無い。どこで落としたかとんと見当がつかぬ。 （理・２　mathy）
⇒その落としもの、おそらく過去にあり。 （落としものセンターにはありませんよ；編）

教習所で左折感を味わっています。……はやく出所したい。 （理・３　わ）
⇒右折もしてみてください。 （きっと教習所の外には出られますよ；編）


