
『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　@lifestage30　です。

lifestage@s-coop.net

▼新入生のみなさん、ご入学おめでとう
ございます！ これから新歓期ですね！
�（新歓はある意味最初の試練；おぐら）
▼愛すべき８bit風キャラの十人十色の
女の子、８bit萌えにはたまりません！
�（来月も８bit関連が登場するかも；勿忘）
▼この記事を書く上で失ったものは……�
� （正常な体内時計と、ひよこ：天戸蛙）
▼あれは京都マラソンの日、給水ポイン
トの横を通った僕は水と一緒にチョコを
配っているのを見た。全部たけのこだっ
た……� （絶望した；和三盆）
▼今春から桂や宇治に行く人も……
�（らいふは常にあなたのそばに；鍵っ子）
▼この記事を書いた主な理由は、生協食
堂に豆乳メニューを増やすためです。
�（よろしくお願いします（懇願）；トロピ）
▼いきものがかりのボーカルさんが遂に
推定30歳になられました。
� （時の流れは速いものです。；金魚）
▼今月は表紙を描かせてもらいました。
春の京都っていいですよね！
（早起きしてこんな空を見たい；バンビ）
▼この記事書くために下見したとき新京
極辺りですごい迷いました。
（そうです、私が方向音痴です；たかし）
▼新しい年度が始まりましたね。
� （もうすぐらいふ引退やん！；煌皇）
▼今回、メールを送った人数が過去最多。
�（記事を完成できてよかったです；夷）
▼今年度もらいふすてーじを……
� （よろしくね☆；編集長）

FROM EDITORS

―2014年４月１日、新作ゲーム『What�
do�you�do�on�April�1st？』発売。

未鈴（以下、未）：やっと手に入った、
この会社のゲームは良作が多いし楽し
み。タイトルも独創的だし。
ゲーム画面（以下、ゲ）：プレイするキャ
ラクターを選んでください。
未：とりあえず定番コマンド打っておこ
う。「上上下下ABAB左右左右」っと。
ゲ：―綿貫君の４月１日�in�京都。
未：主人公の名前は綿貫なのね。
ゲ：このゲームではキャラクターの行動
を選択します。何をしますか？
未：うーん、まずはこれかしら。

生活費をおろしに銀行へ（切じつ

� （工・１　たんそくん）

未：お金がないと何も始められないし。

ゲ：預金残高は5,000円です。
未：月始めなのにお金無さすぎじゃない
の？ どんなお金の使い方をしてるの
かしら？

ゲ：引き出す金額を選択してください。
未：とりあえず5,000円っと。
ゲ：何をしますか？
未：お金もおろしたし……

新年度会を開催する

� （理・２　新はしもー）

未：ぱーっと景気よく。
ゲ：綿貫は１人で鍋を囲んで寂しそうに
しています。どうしますか？

未：もしかして友達いないのかしら……。
じゃあここでこれを。

SNSにて、可能な限りリア充アピール

� （法・２　絶叫オフサイド）

ゲ：「いつもの仲間と新年度会なう！
マジで仲間最高、みんなに会うために
大学通ってるって感じ♪」とつぶやき
ました。

未：残念度がすごすぎてとてもじゃない
けど救いきれない男ね、全く。こんな
男が主人公とかどうなのかしら。

ゲ：綿貫のリア充度が下がりました。
未：当然よ、上がるわけないじゃない。
ゲ：次は何をしますか？

人狼で騙し合いゲーム

� （法・４　シャンバリーレ）

ゲ：綿貫はパソコンを起動し、インター
ネットで人狼を始めました。

未：ネットで人狼するのね……そろそろ
出かけなさいよ。えっと、次はこれで。

女装� （工・３　木枯らし一号）

未：あっ、押し間違えちゃった。
ゲ：綿貫は押入れからチアガールの衣装
を取り出し、着用しました。

未：そんなにすぐ出てくるものなの？
コスプレマニアなのかしら……ってこ
んなことしてる場合じゃない！ この
引きこもり主人公を外出させなきゃ。

ゲ：何をしますか？

たくさん新入部員が入るように神だの

みに行く!!（必死）

� （文・１　女子部３人なう）

ゲ：綿貫は吉田神社に来ましたが、お賽
銭に使うお金すら持っていません。

未：さっき新年度会で景気よく使っ
ちゃったんだった、すっかり忘れてた。
神頼みは諦めよう。

ゲ：綿貫は家に帰ろうとしています。ど
うしますか？

未：そうはさせないわよ。

らいふすてーじ４月号を取りに行く

� （文・院　うむ）

ゲ：綿貫は時計台ショップでらいふす
てーじ４月号を手に入れました。

未：よし、図書館でクロスワードを……。
ゲ：綿貫は時計台ショップの入口で幼な
じみの女の子、彩音に遭遇しました。

未：幼なじみの登場ってことはもしかし
て恋愛編突入のフラグ……？

ゲ：彩音は綿貫に近況を聞いてきました。
どうしますか？

未：うーん、ここはエイプリルフールだ
から大きな顔しておくのも……

全力で嘘を吐く� （工・３　柑橘系）

ゲ：綿貫は「今期からサークルの部長に
なって……」という嘘をつきました。

未：えっ、ちょっと嘘が大きすぎない？
ゲ：彩音はそれを聞いて「しっかりして
るね」と綿貫をほめました。

未：でもこれで恋愛編突入したのかしら
……ん？ 秘技って何？ とりあえず
選んでみようかしら。

告る� （工・４　ニッタマン）

ゲ：綿貫は「あっ、彩音ちゃんのことが
好きです……そのっ、付き合ってくだ
さい！」と告白しました。

未：……また大胆に弱い秘技ね。
ゲ：彩音はどうしますか？
未：えっ、何で操作できるの？ まあ操
作できるなら……

優しい嘘をつく� （医・３　沢）

ゲ：「綿貫君のことは好きなんだけど、
友達でいない？」と彩音は答えました。

未：恋愛編終了しちゃったけど、まあ仕
方ないよね……って、次の選択肢これ
しかないじゃない！

鴨川に飛び込む� （工・院　しろろ）

ゲ：（水に飛び込む音）「GAME�OVER」。
未：何なの、このゲーム！
ゲ：４月１日にこんなゲームを買ったあ
なたはきっと寂しい人でしょう。

未：余計なお世話よ！

６月号の募集テーマは……

・30円でわらしべ長者

・30時間耐久ホラー映画鑑賞

６月号で創刊30周年を迎える『らいふすてー
じ』。もし自分が編集部員ならこんな記事を書
いたのに！ といった案を募集します。

など、たくさんの投稿をお待ちしています！

『らいふすてーじ』30周年記念号で
書いてほしかった記事

※投稿者の学年は投稿時のものです

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：金魚）

１月号の当選者
正解：イッキトウセン

応募総数� 130名
正解者数� 128名

・岩永　　藍様� （文・１）

・金井　章泰様� （工・３）

・神谷　有輝様� （理・４）

・髙橋　優直様� （工・１）

・武井　領汰様� （薬・２）

・田中　友喜様� （情・院）

・仲谷　雄一様� （工・院）

・濱田　勇輝様� （薬・２）

・森川慎太郎様� （工・３）

・山口　　睦様� （理・院）
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食物をまったく取らないこと

地球から最も近くにある恒星

近代思想に大きな影響を与えたイギリ

スの哲学者ホッブズの著書

採れたての野菜や魚介類はまさにこの

状態

銀行にお金を預けておくとつくもの

日照り続きの後に降る雨

主に春に発症するアレルギーで、鼻詰

まりなどの症状を引き起こす

室町中期に頻発した農民などによる武

装蜂起

へりくだって素直に相手の意見などを

受け入れるさま

世界三大美人のうちの１人である、唐

の皇帝玄宗の妃

両親の父親のこと

黒海に面するロシアの保養都市
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10の21乗倍を表す国際単位系の接頭辞

スピード違反などをしないように警察

が行うこと

後から書き足した文章のこと

後部に荷物を積めるようにした箱型の

自動車

北伐を完遂させた中華民国の指導者

作○○、転○○、信○○

特定のチームや芸能人などを熱心に応

援・愛好する人

異常の有無などを調べること

物事をさらに行い得るゆとり

全身傷だらけであること

相手の無防備につけこんで攻撃するこ

とを「○○を衝く」という

よくないことが起こりそうなさま

ナスカにあるものが有名

釣りで魚がかかったときに強いもの

・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。� （４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。

※当選者の学年は当時のものです。
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十人十色のテーマってみんなが見る頃には終わってるよネ～！� （理・２　桜小路）
⇒だから６月のテーマは過去形なのですよ。� （過去を引きずるらいふですね；編）

クロスワードの1000円バリュー券って、１度当選してしまうと２度と当たらないって本当ですか？� （農・２　農２）
⇒誰でしょうか、そんなデマを流したのは？� （複数回当選してる人もいるので当選した後も引き続きご応募ください。；編）


