
七福神総選挙

 （総・２　よーいやさー）

神：神セブンを選ぶというわけじゃな。
神だけに。

男：そんなドヤ顔しながら言われても
……。大してうまくもないし。

神：いずれにせよ、出雲大社にいないか
らわしには関係がないがね。

男：そんな悲しいこと言わずに。次行き
ましょう、次。

八百万いる神様の点呼

 （工・１　つまぶき）

男：本当に八百万もいるのかな。
神：もしいるとすれば、１秒間に３人ず
つ点呼をしていかないと１ヵ月以内に
終わらないのう。

男：点呼のためだけに１ヵ月かけるの？
さすがに他にも何かしているでしょ。

免許の更新 （工・院　へこ）

男：免許なんてあるの？ 神様に？
神：何につけても免許は必要なんじゃよ。
男：ここにいるけど、今年更新しなくて
大丈夫なの？

神：来年更新じゃから、今年はまだ大丈
夫じゃ。

男：来年は呼ばれるといいね。
神：言うではないか。そんな奴には……。

誰に天罰を下すか会議

 （農・院　エリー）

神：神様を侮辱したとして、恐ろしい天
罰を下してやろうかの。

男：職権乱用だ！ 理不尽だ！
神：ふぉっふぉっふぉ。
男：……あれ、というかそもそも一般的
には何をしているって言われているん
だっけ？

神：何を言っておるんじゃ。これじゃよ、
これ。

縁を結んでいる。今のところ私以外の

 （教・４　なた）

男：いやいやいや！ きっと良いご縁が
あると思いますよ！

神：努力が肝心じゃよ。……さて、そろ
そろ行かねばのう。今年は出雲大社に
呼ばれなかったが、なかなか楽しかっ
たぞ。

男：あ、認めたね。　
神：来年もし呼ばれたら、そうじゃのう。
何か良いことをしてやろうかの。たと
えば……。

単位の雨を降らす。

 （農・１　山の上のオクラ）

神：どうじゃ？
男：神だ！ 神がここにいる！

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

京大男子（以下、男）：今月は10月、神
無月。神も仏も単位もねえ！
神様（以下、神）： そんなことは無いぞ。
男：うわっ！ あなたは？
神：わしはこの近くの神社の神様じゃ。
男：え、でも神様はみんな出雲大社にい
るんじゃ……。もしかして呼ばれな
かったとか？
神：……そ、それよりもじゃ！ らいふ
すてーじの読者の考える「神様が出雲
大社でしていること」を見ていくとし
ようかのう。
男：なんだか話をそらされたような……。

たこパ （理・２　正晃）

ビンゴ大会 （医・３　沢）

神：楽しそうじゃのう……。
男：その反応、やっぱり呼ばれていない

んじゃ……。
神：わ、わしは忙しいのじゃ。１ヵ月も
休んで、たこパやらビンゴ大会やらを
している暇はない。

男：本当かなあ。

来年の集合場所の話し合い

 （理・３　mathy）

男：もしかして、神様去年も……。
神：ち、違う！ 集合場所を知らないか
らではないぞ！

男：どうだかな……。
神：第一、集合場所は出雲大社に決まっ
ておるじゃろうが！

男：そんなこと言っていると、ホラ……。

引っ越しの準備 （工・３　ＫＪ）

男：来年からは集合場所が出雲大社じゃ

ないかもしれないよ？
神：……（泣）。
男：神様？
神：ま、まあ、１年のうち11ヵ月は一
人じゃからな。他の神様に会えなくと
もそれほど悲しくはないわ。ふぉっ
ふぉっふぉ。

男：神様、目潤んでる。
神：……それよりさっき単位がどうとか
言っておったのう。こんなのはどう
じゃ。

京大生の単位嘆願を受理するのに忙し

いんです。 （農・院　Licco）

単位をあげる人を選んでいる

 （総・３　コウキ）

男：７月、８月にお願いしても、受理さ
れるのは10月なのか。

神：願いが聞き届けられた頃には、手遅
れという訳じゃな。

男：くっ、俺の単位は神に見捨てられた
のか……。

神：この手の投稿は多かったのう。他に
多かったものといえば……。

センターの座をかけて総選挙

 （工・2　 AYUKI）

▼この夏はとっても充実してました！
 （免許・バイト・歯医者……；家兔）
▼十月の十は、十人十色の十！
 （初記事＆初すべり；天戸蛙）
▼料理できる男はモテると信じてます。
 （信じてます（涙目）；たかし）
▼休日にコメディ映画はどうですか？
 （心地よい笑いをあなたに；鍵っ子）
▼オーキャンのキャンパスツアー、若人
と戯れると心が洗われますね！
 （暑くなければいいお仕事；おぐら）
▼またこの呪文を唱える季節が
 （今期から頑張る☆；あずる）
▼はかない夢のような一夏の思い出 
 （の夢；檸檬）
▼記事を世に送り出せることに本当に幸
せを感じます 
 （裏ではいろいろあったり；篝火）
▼ウホッウホホッウーッホホー
 （訳「だじゃれ投稿待ってます」；akta）
▼最近、知り合いたちの深夜テンション
がひどいです。もう夏休みも終わったの
に…… （いつまで夜型？；和三盆）
▼肩こりひどい……
 (誰か揉んで！；みどり)
▼読者のみなさま、お久しぶりです。夏
休みも終わりましたね。８月、９月はら
いふすてーじもお休みで、待ち遠しく
思っていた読者の方に無事10月号をお
届けできてうれしく思います。さて、前
置きはこれぐらいで、いやー今年の夏は
…… （え、もうスペースが無い；編集長）１ 2 2 3 5 4 5 6
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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：家兎）

６月号の当選者
正解：ホタルガリ

応募総数 170名
正解者数 170名

・大崎　優美様 （教・４）

・大槻　初音様 （農・院）

・向西　直登様 （農・４）

・神内　英恵様 （文・１）

・田中　健太様 （情・院）

・千貫　裕紀様 （工・１）

・廣岡　紘輔様 （工・３）

・安井　大輔様 （文・４）

・堀内　翔平様 （総・４）

・脇本　啓太様 （理・４）
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乾燥剤としてよく利用される。化学式

はNa2SiO3

潜水して貝などを採る人

ポルトガル由来の和菓子

菅原孝標女の回想録。○○○○日記

漢方でいう経穴

きれいな花にはこれがある

師として尊敬し、教えを受けること

ある地方特有の発音

カタールの首都。「○○○の悲劇」

日本ではトキ

大阪で親しまれている幸運の神

木星の４つの衛星の総称。○○○○衛

星という

スペイン語で万歳の意

トリカブトを原料に作られる漢方薬

コケ植物の次に進化したのは○○植物

木曽三川と言えば、木曽川、長良川、

○○川のこと
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人の新陳代謝によって取れた古い角質

などのこと

群馬県の有名な温泉のある地名

酸性で赤く、アルカリ性で青くなる

研究所のこと

○○武者、○○法師

マジシャンのこと

関西では三笠と呼ばれている○○焼き

目のこと

７月の誕生石

生姜の甘酢漬け

肉体的・精神的な外傷を負った者に訓

練を施し、社会復帰を可能にすること

まだら模様のこと

風雨で海が荒れること

ジャガイモのこと

花より○○○

胴の周りに巻いて衣服の前開きを防ぐ

ための装飾品

・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。 （10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。

教授が呪文を唱えて、私をねむらせてきます。助けて下さい。 （薬・２　♭たけちゃん♯）
⇒復活の呪文！ 「サイリシュウ」 （やめて！ 私の単位はもうゼロよ！；編）
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お前……俺が見えるのか？ （工・６　神様）
⇒あなたは……神様！ （ネタにしてすみません；編）


