
彦星（以下、彦）：ああ我が愛しき織姫！
　逢いたかったよ。元気だったかい？
織姫（以下、姫）：ええ彦星様。私もお
逢いしとうございました。カササギさ
ん、橋を渡してくれてありがとう。
カササギ（以下、カ）：いえ、おいらも
仕事なもんで。晴れてよかったですね。
彦：そうだな。今日も地上がよく見える。
おや？ 何か変わった短冊があるぞ。

金銀の折り紙を使う （工・１　はむ吉）

姫：まあ、きれい。私たちの再会をお祝
いしてくれているのですね。
彦：ありがたいね。でも君の方がきれい
さ。どんな黄金よりも輝いているよ。
姫：うふふ、彦星様ったら。

お菓子にチョコで願い事を書く

 （理・２　川島摂津守）

姫：これはおいしそうですわね。
彦：そうだね。だけど僕と君の時間は世
界中のどんなお菓子より甘いんだよ。

姫：またそんなことをおっしゃって。恥
ずかしいですわ。

彦：真っ赤になった君も可愛いなあ。
姫：もう！

周りにつるしてある短冊を全て燃やす

 （工・院　きむ）

カ：……ところで地上も真っ赤ですね。
姫：何か燃えているようですわね。火事
かしら？

彦：僕たちがあんまり熱すぎるもんだか
ら、引火してしまったのかな？

カ：（……爆発しろ）

リア充を結びつけて爆発させる

 （法・院　たいやき）

彦：あっちでは花火が上がっているぞ。
姫：きれいですわね。なんてロマンチッ
クなんでしょう。

彦：君と見るとただの花火も格別だね。
カ：……そういえばお二人とも、そろそ
ろ地上の人間の願い事を叶えてあげて
はいかがですか。

姫：あらまあ、すっかり忘れてましたわ。
カ：（去年も忘れてたからな）
彦：うむ。そろそろ人々に幸せのおすそ
わけをしてやらないとな。

姫：それでは、どの願い事を叶えてあげ
るか選びましょう。

大きな紙に大きな字で書く 

 （法・２　patriot）

一字一字を農学部グラウンド並みの大

きさで書く。 （文・院　うむ）

姫：またずいぶん大きいものがあります
わね。見やすいですわ。

彦：だが願いを叶えてもらおうというの
に態度が大きいのは気に入らないな。

諭吉に願い事を書く （工・２　HRT）

彦：現金な奴だ。
姫：工夫も足りませんわね。
彦：どうせ願い事は金なんだろうなあ。

笹に付けると短冊が葉に紛れて見づら

いから葉っぱ全部むしって代わりに短冊

を付けるのはどうでしょうか

 （農・院　Licco）

指先からしたたらせた血で……

 （工・４　クソムシ）

姫：あの笹、短冊しかついてませんわ。
彦：うわっ。しかも血で書いてあるぞ。
姫：きっと葉っぱをむしる時に指を切っ
てしまったのでしょう。

彦：その情熱は買いたいところだが……。
やっぱり気味が悪いな……。

10ヶ国語対応 （農・4　ヤンボマーボ）

姫：あら。横文字が並んでいますわね。
彦：だけどどの言葉もわからないなあ。
姫：10種類も書いてあるのにどうして
日本語で書かないんでしょうねえ。

目立つように象形文字で書いてみる。

 （経・1　よし）

彦：あれも……何と書いてあるんだろう。
姫：読めませんわね。
彦：我々にわかる言葉で書いてくれんと。

イケメンの写真を貼って織姫さんを喜

ばせる （薬・２　♭たけちゃん♯）

彦：むむ、男前だなあ。
姫：あら彦星様。あなたの方がずっとお
麗しゅうございますわ。

彦：そうかい？
姫：ええ！
カ：（また始まった……）

～数時間後～
姫：ああ彦星様。東の空より恨めしき朝
日が顔を出そうとしております。私は
川の消えぬ間に帰らねばなりません。

彦：ああ織姫。また来年まで、僕は君の
ことだけを想っているよ。

姫：私もですわ、彦星様。

逢瀬の日に願っても、むしろ願い事を

かなえてくれなさそう 

 （工・3　柑橘系）

カ：今年も願い事を叶えない内に朝か。
もう何年連続だろう。

よし、俺のところに持ってこい 

 （理・2　鳥フル）

カ：こうなったらおいらが何でも叶えて
やるぜ！ ん？　……ゴホッゴホッ！
なんか体の調子が……。まさか、これ
はインフルエンザ……？

▼今回の記事で正真正銘の引退です！
 （まさに目から鱗の２年半でした；十の
字）
▼今までお付き合いいただきありがとう
ございました。思えば恥の多い２年半で
したが、正直名残惜しくも思います。 
 （最後まで湿っぽいですが；山椒）
▼引退記事にスク水美少女。
 （まぶしい２年半の思い出；椿井）
▼メイとユキ先輩の謎シリーズは今回で
終了です！ 今までありがとうございま
した！ 結局2人の間には驚くほど何の
進展もありませんでしたねっ（笑）
 （私もこれで引退かぁ～；メイ）
▼ｳｯﾋｮｫｵｵｵｵｵｵｵｵｵｵｵｵ引退ﾀﾞｧｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱ
ｱｱｱwwwww （笑顔でさよなら；猫ろ餅）
▼回生が上がるほど日常が苦しい工学部
（休講が今期今のところ２つです；篝火）
▼夏の大三角。2人がいちゃいちゃして
いる所を横で見せつけられているデネブ
が好きです。 （孤独な白鳥；檸檬）
▼誰か、僕と一緒に線香花火をしてくれ
ませんか？ 浴衣で。鴨川で。
 （早くしないと落ちちゃうよぉ；とろわ）
▼天の川のデネブにならないといいです
ね☆ （鴨川のとろわ君に幸あれ；あずる）
▼家の風呂場の電球の換え方がわからな
いんですけど （いつも真っ暗；煌皇）
▼執筆にあたりラジオを聴きはじめまし
た。 （隙間時間を見てα波受信！；夷）
▼最近気づいたこと。
 （ミールでアイスが買える；編集長）

『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：篝火）

５月号の当選者
正解：ケンポウキネンビ

応募総数 121名
正解者数 121名

・秋山　大輔様 （法・１）

・飯田　健一様 （理・２）

・児玉　和矢様 （理・２）

・佐藤　　将様 （工・院）

・角田　惟緒様 （農・２）

・高橋　維子様 （医・３）

・西村　光史様 （法・２）

・春尾　七星様 （工・２）

・増田　拓也様 （法・院）

・山口　真以様 （農・院）
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自らを劣ったものとしてへりくだるこ

と

中世・近世の農民の自治的会合

「春の○○○の隅田川」

同じ父母から生まれた年下の女性

電気が流れることで磁場が発生する現

象。「○○〇誘導」

「人は考える○○である。」

1960年代に活躍したロックバンドのメ

ンバー。ジョン・○○○

愛媛県の旧国名

カダフィ政権により統治されていた国

メロン、スイカ、カボチャ

胃酸の主成分

ダイナマイトの発明者

アインシュタインが研究対象とした

方位を指し示す○○○盤

自分をよく理解してくれている人

２つそろって一組

１.

４.

７.

８.

９.

11.

12.

13.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

24.

25.

夏になるとおいしい

プラトンが唱えた、時間を超越した物

事の本質

突然起こること

5W1H

大きくなるとひょうになる

平等院などがある貴族の別荘地

江戸時代、桜田門外の変で暗殺された

○○直弼

神道において儀式の際に神前で唱える

古来の言葉

消しゴムの主成分の略称

国内生産量１位は有明海

10の－９乗

イスラム教における唯一神

家畜を育てて肉などを得る産業

さらぬ別れ

物事がある方向に進もうとする傾向

うどん、そば、そうめん

・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。 （７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。
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イエ～イ、２か月後の私、テスト勉強してるぅ～？ （工・院　まーる）
⇒イエ～イ、その２か月後の私、学校来てるぅ～？ （V.A.C.A.TION!　夏休み♪；編）

春は来なかったのに夏が来た （農・院　monlie）
⇒わたしたちにはいつか春が来るのでしょうか。 （いつか来ると信じて待つだけですね；編）


