
▼これで私も……神社巡りの名人じゃ！
 （これにも投票してね☆；えすみ）
▼冬の名曲やっちゃったからなぁ
 （春・夏・秋も……？；たかし）
▼毎日後悔してるのに
 （また翌朝の自分に期待；あずる）
▼喉痛い。BOX人多いから空気がよどん
でる。 （新しいBOXが欲しい；和三盆）
▼初記事にはNGがいっぱいだ。ところ
でNはNO?NOT? （う～んこの；深夜）
▼藤田教授に改めて感謝申し上げます。
 （あかでみも大変だった；みどり）
▼P.N.から出身県を特定してみてくださ
い。 （正解したら景品が？；茶休）
▼たまには気ままな散歩もいいですよ。
 （すてきなお店が見つかるかも；ひつじ）
▼…… （闇；akta）
▼イタリア語でおいしいはボーノ。おい
しいおいしいは （ぼのぼの！；天戸蛙）
▼今月は波乱のクロスワードでした。
 （問題は普通ですよ；鍵っ子）
▼初記事完成しました。十色です。わ～
い！ （次は何書こうかな？；金魚）
▼ういろうですが、実は読者の投稿から
アイディアをもらいました。これからも
ご意見ドシドシお待ちしております！
 （すべて使えるわけではないけど；夷）
▼最近よく料理をするので「女子力高い
ね」って言われるんですが、料理をする
理由の一つはずっと独り身でいても大丈
夫になるためだったりする……。
 （ひっと～りぼ～ちの冬～；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

サンタクロース（以下、サ）：う～む、
今年ももう12月じゃ。いよいよクリ
スマスじゃの～。

トナカイ（以下、ト）：そうですよ。世
界中にプレゼントを待っている子ども
たちがたくさんいますよ。

サ：しかし最近は家に鍵をかける人が多
くての～。プレゼントを届けようにも
家に入れないのじゃ。

ト：サンタさん、らいふすてーじの読者
の皆さんがサンタさんが家に入る方法
を考えてくれていますよ。

サ：ほう、そりゃいい。じゃあ早速見て
みるとしよう。

　そんなの決まってるじゃないか！ え

んとつですよ （薬・２　♭たけちゃん♯）

ト：……だそうですよ。
サ：そうはいっても最近の家には煙突が

なくての～。
ト：でも大丈夫です。だって……

　トンネル効果使うので煙突不要です☆
 （理・１　しゅれぬこ）

サ：流石は京大生。難しい物理学用語を
使ってきたの～。まあ要するに通り抜
けるってことを言っておるんじゃろ。
そんなの無理じゃよ。

ト：諦めないでくださいよ。これを使え
ば……

　とおりぬけフープ
 （理・２　にんじゃりせいこう）

サ：そんなもん持ってないぞ。子どもた
ちに何度もちょうだいって言われたの
に一度もあげられなくて……（泣）。

ト：落ち込まないでください。こんな投

稿もあるじゃないですか。

　たいていプレゼントの中に通り抜けフ
ープかどこでもドアがあるので、それを

使う。 （総・２　パンダ）

サ：ほっほっほ。だからわしは通り抜け
フープなど持っておらんぞ。もちろん
どこでもドアも持っておらん。

ト：だったらこれならどうですか？

　机の引き出しから
 (法・４　シャンバリーレ）

サ：お前はタイムマシンのつもりで言っ
ておるのか！ わしはドラ○もんじゃ
ないぞ。

ト：いやいや、僕はタイムマシンだなん
て一言も言ってないですよ。

サ：まったく、ドラ○もんネタばかり続
けるでない。今度はわしが選ぶ！

　親になりすまして入ってくる
 （総・１　サカナ）

サ：どうじゃ？
ト：でもそれって両親がそろって家にい

たらどうするんですか？
サ：ならばそうなる前に……

　お父さんのふりをして普通に帰ってく
る（その前に本物のお父さんを監禁）

 （工・１　？？？）

サ：こうするしかないがやってはだめ
じゃの～。それにわしは誰にも気づか
れずにプレゼントを贈りたいんじゃ。

ト：もう、そんなことを言うから去年も
プレゼントを贈れなかったじゃないで
すか！

サ：（ギクッ）と、とにかく次の投稿を
見てみようじゃないか。

　私、サンタの家に直接訪問するからい
いもん。 （工・１　；編）

サ：待ってくれ。わしはちゃんと君のと
ころへ行くぞ。

ト：ほら、去年行かなかったから……。
サ：……。
ト：次、行きましょうか。

　次元の狭間から
 （理・２　楽天カードマン）

　生き血を捧げることで召還される
 （理・３　じこらじお）

ト：理学部の２人の投稿を同時に見てみ
たらうまく繋がりました。

サ：わ、わしは優しいサンタじゃ。こん
な架空の獣のような現れ方はしないぞ。

ト：今のは冗談です。
サ：早く別の方法を考えるぞ。

　「ちわー。三河屋です！」
 （法・３　たいやき）

サ：勝手口までは行けるんじゃが、子ど
もたちの枕元までは行けないの～。

ト：サンタさん、次が最後です。

　黒い虫に化けて潜入
 （工・３　木枯らし一号）

ト：黒い虫ってことはやっぱりゴキ……
サ：そんなことできるわけないじゃろ！
ト：なかなか決まりませんね、家に入る

方法。　

―そんなこんなでクリスマス当日

サ：結局家に入る方法決まらなかったの
う……。わしの願いは……

　サンタは入れないからプレゼントだけ
でも…… （理・２　はしもーっちゃん）

ト：だけど結局今年も……

　父親が変身する （理・４　よろこび）

ト：父親任せですね。
サ：トホホ……。

「私と単位、どっちが大事なの？」

・もちろん単位に決まってるだろ！

・それより一緒にテスト乗り越えようよ！

・そんな質問させてゴメンネ、てへっ♪

など、たくさんの投稿お待ちしております！　

２月号の募集テーマは……

……って聞かれたらどう答える？

１ 2 3 4 6 5

6 12 7 8 16

18 9 10 21 11 12

25 13 14 30 15

16 35 17 18

47

40

19 20 44 21 22

49 23 24 53 25 26

27 59 28

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：鍵っ子）

10月号の当選者
正解：ジダイマツリ

応募総数  144 名
正解者数  140 名

・足立　佳奈美様 （薬・４）

・上野　　舞子様 （農・２）

・北山　香保理様 （農・院）

・柴田　　　翔様 （工・３）

・袖長　美南海様 （工・２）

・友松　　駿介様 （工・３）

・藤原　　圭哉様 （農・１）

・松尾　　寛星様 （農・４）

・水本　　綾佳様 （理・４）

・村松　　玲奈様 （工・３）

１．

２．

３．

４．

５．

８．

10．

12．

13．

14．

16．

18．

20．

22．

24．

26．

一年の好運を射止める縁起物

枕草子では夜といえばこの季節

病気ではないが健康でもない状態を示

す、東洋医学の病理概念

勉強ではこれが大事

欠点や短所のこと

チベット仏教の高僧

自分の妻を紹介するときに使う言葉

切り○○、丸○○、鏡○○

犯罪の疑いをかけられた人、法律用語

では被疑者

ギリシャ文字の８番目

マグロ類のこと

スコットランドのウイスキー

西南西を示す動物

多くの女性が気を遣うもの

これをつかめば物事は上手くいく

人のために役に立つこと

１．

５．

６．

７．

９．

11．

13．

15．

16．

17．

19．

21．

23．

25．

27．

28．

花言葉は「華やかな恋」

兄○○、弟○○、一番○○

続きになっているものの終わりの部分

存在していないものを見たと思ってし

てしまう事

暇な時間

阿寒湖の特別天然記念物

バートレット、ラ・フランスなどの種

類がある果物

勝負に負けるとつくもの

ある物事について精通していること

パンの発酵に必要な菌。「○○○○菌」

海や湖の波打ち際のこと

正月にあげるもの

愛知県の名物お菓子。「○○○サンド」

不必要なことのたとえ。「○○○に提灯」

刀を納めておく筒

口座を開くともらうもの

・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。 （12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。

桂キャンパスにNFは来ませんでした （工・院　ざわよし）
⇒こうなったら工学部祭を開くしか…… （人多すぎて……；編）

24

サンタクロースは「単位」を届けてくれますかね？ （農・１　山の上のオクラ）
⇒よい子にだけにプレゼントを贈る、それがサンタクロース。 （怠けていたら「単位」くれないよ；編）


