
『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

FROM EDITORS

京太（以下、京）：大変だ！ 明日のお
昼に締切のレポートがあるのに全く手
をつけていなかった！ もう夜中の
12時じゃないか……。

見習い魔法使いマリコ（以下、マ）：あら、
ごめんなさい。こんなに遅い時間まで
魔法の練習に付き合ってもらって。あ
なたにかけたたくさんの魔法は、12
時を過ぎたら少しずつ解けていくはず
なんだけど。

京：レポートは今からがんばればきっと
大丈夫だから、気にしないで。あれ、
なんだか変な感覚が。うわああ！

寝不足への恐怖 （法・１　ゴマちゃん）

眠気 （理・3　ブルー）

京：12時を過ぎた今、もはや寝不足は
怖くなくなった！ なんだか急にテン

ションが上がってきたぞ！ このまま
レポートを完成させてやるぜ！

マ：その意気よ、がんばって！
京：ありがとう。俺は頭が良くて優しく

てものすごくモテるからね。俺を練習
相手に選んだ君は見る目があるよ。

マ：そ、そうね。（単に暇そうだったか
ら練習台にしただけなんだけど。）

誕生日に友人からおめでとうと言って

もらえる期待 （工・２　きゅーり）

京：そういえば実は、今日は俺の誕生日
なんだけど。12時になった瞬間に祝っ
てくれる人いなかったなあ。

マ：き、きっとみんな忙しいだけなの
よ！ （京太さん、友達いないからな
あ……。）

京：ガッカリしてちょっとやる気が……。
Twitterでもして休憩しよう……あれ、

全然面白いツイートが思い浮かばない。
どういうことだ？

ネタツイートのセンス

 （文・２　あおい＆うえか）

マ：（かわいそうだからせめてTwitter上
だけでも京太さんに人気者になってほ
しいと思って魔法をかけたなんて、と
ても言えないわ。）

京：Twitterもつまらないから、やっぱ
りレポートやるか……。あれ、なんだ
か無性におなかが空いてきたぞ。

夕食による満腹感

 (工・４　マクロファージ）

京：そうだ！ マリコの魔法で満腹感を
増大させていたんだった。それで夕食
を少なくしてダイエットしようと思っ
ていたんだけどなあ。

マ：そういえばそんな魔法もかけていた
わね。それで夕食にご飯３杯も食べる
なんて、普段どれだけ食べるのよ……。

やせようという決意 （理・院　pulsar）

京：うーん、でももうダイエットはいい
か。なあマリコ、魔法でごちそうを出

してくれよ。
マ：せっかくあなたに少しでも痩せてほ

しいと思って魔法をかけたのに、結局
解けてしまったのね。仕方ないわね、
ごちそうを出してあげるわ。それっ！

京：やったー！……おいしかった！
マ：うそでしょ、これだけの量をたった

10分で食べ終わるなんて！
京：よし、おなかも膨れたし、レポート

がんばるぞ！

―２時間後―

京：レポートもなんだかんだで最後の問
題だ。うーん、この問題はどうやら一
番難しいようだな。あれ、急に閃いた
ぞ！

解けた。（レポートの問題が）

 （理・３　ねおん）

マ：難しいレポートの問題が解けなくな
る魔法を私が間違ってかけてしまって
いたのね。

京：やった！ これでレポートは完成
だ！ どうやら君の魔法は全てちゃん
と解けたみたいだ。

マ：そうかしら、まだ何か解けてない魔
法があるような気が……。あっ！

京：どうしたの？
マ：な、なんでもないわ。私ちょっと急

用を思い出したから帰らなきゃ！

京：マリコ、なんだか様子が変だよ？

異世界へ通じる扉の封印

 （理・院　ファーナ）

マ：（やっと間違ってかけていたこの魔
法も解けたみたいね、助かった……。）
わ、私、魔法界に帰らないといけなく
なったのよ！ あと、あの……未熟者
の魔法使いで、本当にごめんなさい。
じゃあ、帰るわね！

京：マリコったらどうしたんだろう。ま
あいいか。レポートも完成したことだ
しちょっと寝よう。午前の授業はない
から、ゆっくりするか。

―昼の12時―

３限への出席意欲

 （理・１　サンタクロース）

レポートを提出する気力

 （工・１　キイロイヒト）

京：うーん、なんかまた変な感覚が……。
やっぱり眠いから寝るか。

―夕方４時―

京：起きたらもうこんな時間じゃない
か！ 夕べのあのやる気も、魔法だっ
たのか……。ああ、俺の単位……。

▼来年の抱負が決まりました。（余計な
一言と体調に気をつけたいです。；箒星）
▼これにて写真表紙担当を引退です。

（最後が総長のお写真とは何とも畏れ多
い；たかし）
▼初めて自転車の補助輪を外したときの
あの気持ち （COGOO初体験；林檎）
▼求ム！ 休講！
 （１限出たくないマン；茶休）
▼七面鳥食べたい
 （今年も独り；焼き饅頭）
▼インタビューには少し慣れましたが、
相変わらず緊張します。
 （コミュ障のせいなのね；天戸蛙）
▼こたつが恋しい季節ですね。

（お供にみかん、ではなくパンはいかが
ですか？；そると）
▼生足が寒い季節になってきましたね。

（まあ、僕はタイツ派ですけどね(ｷﾘｯ；
砂場）
▼もう会えないのかな……。
 （生足に……；このは）
▼美術脳０奴が挿絵入れるなんて言っ
ちゃあいけませんね……。
 （いやあ、つらかった；高速）
▼空きコマにはお散歩にいきましょう。

（五平餅はおやつに入りますか!?；桃豆）
▼2014年ももう終わりですね。今年の

『らいふすてーじ』はいかがでしたか？
来年も『らいふすてーじ』をどうぞよろ
しくお願いします。
 （それでは皆さん良い年末を！；編集長）１ 2 3 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：茶休）

10月号の当選者
正解：シンガッキ

応募総数 120名
正解者数 120名

・相澤　将吾様 （情・院）

・勝野　友之様 （工・院）

・神谷　有輝様 （理・院）

・久保田貴大様 （文・１）

・下森　　舞様 （医・２）

・鈴木　豪太様 （工・１）

・竹口　　彩様 （農・３）

・田中　和喜様 （農・２）

・中川友喜美様 （農・院）

・宮崎　貴史様 （工・１）
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赤い花のツバキ科の常緑小高木

野球で打者が踏むもの

米の価格

鶏が夜の時刻を告げること

レモンの果汁を割った飲料

わだちの別名　　

いたずらが嫌ならこれを配る

鉄を亜鉛でメッキしたもの

板葺を１枚おきに上下に張り、その

端を少し重ねるように並べた、屋根

で使われる葺き方

焼き物で有名な石川の地方

よい行い

正倉院は「○○○○造」

観賞するのに適した時期

「Σ」の読み方

つくえの別名

武器を持っていないこと
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８．

10.

12.

13.

15.
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19.

21.

22.

24.

26.

28.

29.

沈没船などを引き上げること

こよみのこと

帝王の位についていること

質問などが集中する場「○○○○に

立つ」

新しい状態へ移り変わること

度を越して激しい状態になること

「報道が○○○する」

蚊を防ぐために寝床を覆うもの

アメリカではCABとも言う

CMYKのM

扉を英語で

熱い食器を触る時によく使う手袋

東の反対

「久しぶり」を丁寧に言うと

沖縄に点在する城

北欧神話の悪戯が好きな神

天狗で有名な鞍馬弘教の本山

・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。

24

NFよかった（予想） （理・２　らっち）
⇒そうでしたね！ とっても楽しかったです （なお、前売り券……；編）                                                                           

NFの次はDFですね。 （理・院　ファーナ）
⇒NFでできたカップルの妨害をしまくるんですね。   （私はリア充のディフェンダー；編）


