
『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

▼高校では学年問わず女友達から毎年
30個程はチョコ頂いてました（＾ω＾）
� （↑突然の裏切りである；たかし）
▼高校では気になるあの男

こ

にチョコを渡
しました。� （わさび入りの；akta）
▼節分の豆がグリーンピースだったら一
目散に逃げ出します。�
� （鯨も食べたい鬼；檸檬）
▼バレンタインの思い出は、

（初めて作った生チョコを教室の床にぶ
ちまけたことです；バンビ）
▼バレンタインの思い出は、

（罰ゲームで男どうしでポッキーゲーム
をさせたこと、紙袋持ってきた男子の紙
袋の底をひたすら破っていったこと、な
どなどﾆｯｺﾘ；和三盆）
▼バレンタインデーにスノーボールはい
かがですか？�（執筆者は男ですが；篝火）
▼受験のときの思い出は……�

（下見のときに道に迷って通りがかりの
人に道を聞いたこと、存在を知らず折田
先生像を見ないで帰ったことなど；夷）
▼奈良の鹿せんべいは、

（節分の豆の味がしました。是非ご賞味
あれ：家兎）
▼グリッシーニにチョコをつければ、
�（立派なポッキーのできあがり；鮟肝）
▼タイトル部分の駅名は読めたかな？
�（ところでバレンｔ（以下略）；みどり）
▼/(бωб)\なのにわき出るこの気持ち
……そっちのがチョコが多い気がする！
�（（`めvめ）バレンタインは他人事；勿忘）

FROM EDITORS

京太郎（以下、京）：うーむ、どうした
ものか……。

大介（以下、大）：どうしたの？
京：今週彼女の誕生日なんだが、次の日

専門のテストで遊べそうにないんだ。
大：（えっ、こいつに彼女!?）た、大変

だね……。もう伝えたの？
京：ああ。そしたらすねて、私より大事

なの？ って聞いてきて。
大：なるほど、「私と単位、どっちが大

事なの？」ってか。どう答えたら納得
してもらえるか考えてみよう。

比べるまでもない。圧倒的に君を選ぶ

ね。　　　　　　　（医・２　やんまー）

大：年に一度の誕生日だし、彼女を優先
するべきじゃない？

京：やはりそうだろうか。好感度を上げ
るの苦労したしなあ。

大：�（妙な言い方だな……）ほら、練習
のつもりで言ってごらんよ。

た……お前に決まってるだろ！

（工・３　アフロデブ）

大：え、ちょっと迷ってない？
京：だってなあ。

ぱんきょーの単位よりは君の方が大事

だけど、専門はね……。

（法・院　たいやき）

京：さすがに専門は厳しいだろう。
大：（……贅沢言いやがって！）単位が

足りてないわけじゃないんでしょ？
京：当然だ。
大：じゃあ、彼女のためなら多少の単位

は痛くないんじゃないの？
京：それはつまり―

君を２単位/半期で買い取ろう

（工・１　ぐらさん）

京：単位を代価に彼女を買収するという
ことだな？

大：いやいや、買収なんて言ってないで
しょ！ たかだか２単位ってことだよ。

京：たかだかだって？ 俺は今まで登録
した授業はすべて優をもらっているん
だ。ここで失うわけにはいかない！

大：すべて優!?　それってまるで―

俺の彼女は単位だ。　（工・２　しみ）

大：彼女よりも単位と付き合ってるみた
いじゃん。

京：確かに昔からイカした単位事情の京
太郎、略してイカ京と呼ばれていたな。

大：それって違う意味が込められてるん
じゃ……。いや、なんでもない。でも
今は本物の彼女の方が大事でしょ？

京：そんなこと言われても―

人と単位はディメンションが異なるの

で、比較できない。　（工・２　あつこ）

大：ディ……なんだって？
京：ディメンション。英語で、数学の次

元のことさ。

大：なんでそんな難しい言葉使うんだ
よ！ これだから理系は。

京：なんだねその目は。じゃあ文系の君
ならどう言うんだい？

大：うーん、そうだなあ。

あなた重い　　（文・２　ギター少年）

大：想いと重いが掛詞になってて、天秤
にかけると彼女に傾くってわけさ。

京：まあ実際重いしな。最近よくフリー
ズして困っている。

大：（フリーズ……？）でもさ―

なんで二択なの？ （農・１　くれは）

大：答えはその二択だけじゃないでしょ。
京：つまり君を選べと？ 心外だな、俺

はそんな道に興味はないぞ。
大：そんなわけないだろ！

２人で同じ授業に出て単位を取ればい

い　　　　　　　　　（文・４　夏太郎）

大：彼女と一緒に勉強すればいいじゃ
んってことだよ。

京：それはそうだが、つい彼女の方に集
中してしまうから一緒にいるのはマズ
いんだ。それならいっそ―

10,000字のレポートで愛を伝える

（経・２　時代はハピネスチャージ）

大：いや重すぎるだろ！ 原稿用紙で
25枚だよ！

京：大丈夫、Wordだったら６～７枚で
済むからな。

大：十分重いよ……。でも確かに自分の
気持ちを伝えることは大事だと思うよ。

京：どういうことだ？

君と歩む人生を成功させるために、単

位が必要なんだよ　　　（文・１　柚木）

大：彼女がすねたのはお前が単位を優先
するからじゃなく、自分が大事に思わ
れてない気がしたからだろ？ ちゃん
と伝えればきっと分かってもらえるよ。

京：そうか、なるほど！ さっそく彼女
に返事をしよう！

大：（あれ、なんでパソコンを開けるん
だ？）直接伝えたほうがよくない？

京：なに言ってるんだ。直接伝えるに決
まってるだろう。

大：え？

そもそも君だれ？

（工・１　ニョモモ）

大：ずっと気になってたけど、お前って
彼女いたっけ？

京：つい最近できたんだ、ほら……。
アニメボイス：ねえ、返事はまだぁ？
京：一つ下のディメンションにな！
大：……。

十人十色 「私と単位、どっちが大事なの？」
……って聞かれたら？

５月号の募集テーマは……

・鎧兜を着て真剣でチャンバラ

・少年マンガを大人買い

・鯉のぼりの代わりに高級魚を泳がせる

……など、たくさんの投稿をお待ちしています！

オトナなこどもの日の過ごし方

1 2 3 3 5 4 5

6 7 15

18 8 21 9 10 24

11 12 13 30 14 15

16 35 17 18

4741 19 20 44 21

22 50 23 24

25 60 62 26

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：勿忘）

12月号の当選者
正解：ハツモウデ

応募総数� 141名
正解者数� 141名

・飯田　健一様� （理・２）

・池尻　達紀様� （医・２）

・池田　佳啓様� （法・３）

・伊藤　芽衣様� （医・１）

・切通　恵介様� （工・４）

・宍倉　洋介様� （経・院）

・鈴木　基文様� （法・１）

・辰巳奈津佳様� （文・１）

・中島　崇秀様� （工・１）

・野田　弘陽様� （薬・３）
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24.

やけになり自分を雑に扱うこと

般若心経で諸行無常を表す語

驚きや強調を表す記号

団体内で協議して決めたルール

今年の干支

ビタミンB1の欠乏症のひとつ

物事をはめこむ一定の枠

マテオ＝リッチによる世界地図、

『○○○万国全図』

魚介類を最も新鮮に食べる方法

下敷きで頭をこすると生じる

心が空っぽな状態にあること

壊れた物のかけら

けちな人が火を灯すもの

小ねじのこと

１.

４.

６.

８.

９.

11.

14.

16.

17.

19.

21.

23.

25.

26.

回転の中心

衛星などが描くもの

物事を他人事として見る人

「鳥」＋「草かんむり」＝？

何をするにも残したくないもの

自分で自分を嫌うこと

嘘や偽物の情報、「○○ネタ」

元素記号が「Au」の物質

熱や電気が伝わりにくい物体

ある事柄が周囲のものに及ぼす

影響のこと

日本音楽で音程を示す単位

赤血球はこれで酸素を運ぶ

分子量最小のアルカン

気持ちのゆるみや油断のこと

・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。� （３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。

６年間クロスワードが一度も当選しなかった� （工・院　匿名希望）
⇒正解者数をチラ見しましょう� （編集部員も驚きの14倍！；編）

24

かわいい娘に「単位わけてくれたらチョコあげる♪」って言われたらどうする？� （工・３　柑橘系）
⇒そうですね、まずはディメンションの一致を確認しましょう。� （両方もらえるといいですね；編）


