
娘：今月もいろんな投稿がきてて面白い
なー。

父：おーい、邪魔するぞー。（ガチャッ）
娘：わっ!?　ちょっとお父さん！ ノッ

クしてっていつも言ってるでしょ！
父：うー、昔はそんなこと言わなかった

のに……。父さんはそんなふうに育て
た覚えはないぞ！

娘：はいはい……。あ、ちょうどいいし
お父さんもこれ見てみる？

父：ん？ 「お父さんにひとこと」？
ほー面白そうだな。どれどれ。

知ってるよ。パパ実はウルトラマンな

んでしょ� （農・３　だいぶすてーき）

父：昔はこんなことも言ってくれたなー。
あの頃はあんなにかわいかったのに
……。父さんは悲しいぞー！

娘：あー、うるさいなー。いったいいつ

の話してるのよ。次よ次。

誕生日に、「今日は何の日でしょう？」

とメール送ってくるのやめて下さい。

� （他　三宅担当）

娘：ほんと、やめてよね。いまだに毎年
毎年送ってくるの。

父：そのわりには一度も返信してもらっ
たこと無いんだけど……。

娘：あー、まあお父さんのメール基本迷
惑メールに入れてるからねー。

父：ひどっ！ どうりで普段からメール
が返ってこないのか！ 大切な用事
だったらどうするんだよ！

娘：何言ってるのよ。いつも「何してる？」
とかしか送ってこないくせに。

お金の大切さを実感しました。

� （理・４　ヨロコビ）

仕事って大変なんだね。

� （農・院　ちちちちち）

娘：大学入ってバイトとかしだしてから、
ここらへんは実感するなー。

父：そうだろ！ いつもがんばってる父
さんを尊敬したまえ！

娘：うんうん、尊敬してるよー（棒）。
そういえば、お父さん？ お金って大
切だよね？ だから早くさ……

金返せ。� （農・院　Licco）

父：……。
娘：この前、どうしても買いたいものが

あるって言って私にお金借りたよね？
父：……そういえば、お前最近大学生活

はどうなんだ？
娘：……（露骨に話題変えないでよ）。
父：まさか彼氏できたりしてないよな？
娘：……ん。（ペラッ）

大学生なんだから、娘だって彼氏くら

いいるよ。� （工・院　兄貴）

父：なに!?　どこの馬の骨ともわからん
やつにうちの大切な娘をやれるか！
連れてこい！ ぶん殴ってやる！

娘：もー、大学生なんだから彼氏くらい

いたって普通でしょ。まったく……

いい年して……。� （理・４　pulsar）

父：うぐぐぐ。ま、まあいいだろう。俺
も大人だ……。一発殴ってからなら、
一応話を聞いてやらんこともないぞ。

娘：どこが大人なのよまったく……。そ
んな人のとこに連れてこれるわけない
でしょ。あと大学生活といえば……

ごめん。留年した。� （文・５　銭）

娘：５回生ってとこがまたリアルね……。
父：まったく！ なんという親不孝者

だ！ お金もかかるというのに。お前
は大丈夫だよな？

娘：……。
父：ん？ なんで黙ってるんだ？……ま

さかおま―。
娘：あ！ お父さんこんなのもあるよ！

最近ますます似てきた気がするよ。

� （文・院　うむ）

娘：大人になるにつれて、性格とかいろ
んなとこが似てきてやっぱお父さんの
子供なんだなーって思うよ。

父：父親としてはうれしい限りだぞ！　　
娘：でも嫌なところまで似ないように気

をつけなきゃなー。
父：ん？ たとえばどんなところだ？

足臭いの、最近似てきたんだけど……。

� （総・３　コウキ）

父：……父さんって臭い？
娘：うん、臭いね。

ハゲるのってこんなに恐ろしいことな
んだね。� （工・３　PON）

父：……父さんはげてる？ ねえ？
娘：うん、はげてるね。

くしゃみうるさいよ!!

� （法・院　シピオン）

父：……う、うぉぉぉ！ なんでこんな
投稿ばっかなんだぁぁぁ！ （バン！）

娘：あーあ、出ていっちゃった。いじめ
すぎちゃったかなー。まあ、本当はこ
ういう投稿も多かったんだけどね……。

いつもお仕事御苦労様です。

� （法・４　ヨナ）

尊敬しています。（工・４　トミオカ）

生涯感謝します。�（経・４　ポンポン）

�
娘：こんなの見せたらすぐ調子乗るから

ね。ふふ……。私も本当は感謝してるよ。
 

ーお父さん、いつもありがとう。

▼ようやくこたつから出てきたのに
� （雨で家から出られません；あずる）
▼今回はイラストを描かせてもらいまし
た、ひつじたんかわいいよ
� （我が家に一匹欲しい；ルリア）
▼これで京大でも正当に昼寝ができる！��
� （おやすみなさい；霞草）
▼お昼寝はそこまでにして！ 音楽を聴
きながらお勉強でもしてみては？

（とはいってもやっぱりお昼寝；えすみ）
▼じめじめ
� （そんなことよりめしめし；和三盆）
▼ｑあｗせｄｒｆｔｇｙふじこ
� （訳：ゲーセン生きたひ：煌皇）
▼私にひとこと
� （起きろ、授業に行きなさい：家兎）
▼実験楽しい！ 実験楽しい！ 実験楽
しい！ 実験楽しい！ 実験楽しい！
実験楽しい！ 実験楽しい！�
� （あはは……：akta）
▼風邪ひいてまってずつないでかんわ。
もうえらいで、はよー帰ってぬくとーし
て寝とかなかんね。
� （地元の方言はこんなんやよ；山椒）
▼私のかばんの中身はいたって普通です。
しいて言えばエネループ入れてます。
�（電子辞書が死ぬと大変なので；椿井）
▼日本語って難しいですよね。
　�（それって俺だけですか？；余り式）
▼梅雨真っ盛りです。らいふすてーじは
紙です。雨にも風にも負けます。
�（大事にかばんにしまってね；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
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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：あずる）

４月号の当選者
正解：シガツバカ

応募総数� 100名
正解者数� 98名

・赤田　麻衣様� （薬・院）

・大谷　友佑様� （農・１）

・岡原　拓馬様� （工・４）

・北中　淳史様� （農・４）

・小池　和輝様� （文・３）

・沙羅　　　様� （文・１）

・杉村　幸暉様� （工・４）

・瀬川　浩平様� （医・６）

・橋本　拓哉様� （工・院）

・山際　向陽様� （法・４）

・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。� （６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。

どちらかの足が常に地面から離れ

ないようにして速く歩行する競技

うそ、でたらめ

築地の外の溝と築地との間

消費○○、法人○○、たばこ○○

『エミール』の著者

一年の中で降水の多い季節

今の午前２時頃のこと。○○の刻

乱暴な行いで人を苦しめること

地獄の○○も金次第

僧に施し与える金銭や品物

世間一般に広く認められている説

東北地方で行われる陰暦７月７日

の行事

競技などで相手の得点と同じこと

木星の第１衛星

周期表18族の総称

絵を描くときにカンバスを立てか

ける台

落語や浄瑠璃などの興行場

蚕の繭からとった繊維

海・湖などの波打ち際

人の夢を食べるといわれる動物

彗星の異称

姿かたちがよく似ているさま

風がやんで波が穏やかになること

○○もおだてりゃ木に登る

世情に疎く、人情の機微をわきま

えていないさま

○○へ七度熊野へ二度

男は数え年で42歳、女は33歳

滋賀県の県庁所在地
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クロスワード難すぎィ！� （工・４　二重枠が４つしか埋まらなかった……）
⇒クロスワード難しい、との声にお応えして今回は易しめになっております。� （※当社比；編）

32

お母さんにひとこと� （情・院　風霊守）
⇒お金ください、食事作ってください、洗濯物干しといてください。僕にはなにもできませんでした。� （いつもあざます；編）


