
『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

政子（以下、政）：（私は独身アラサーの
政子。実家にいても邪魔者扱いされる
から、今日は独りで初日の出を見に山
頂へ来たわ。さあ、そろそろ初日の出
の時間ね……あら？ あれは何？ 地
平線からこっちに飛んでくるわ!?）

サンタ （工・１　ソラ）

サンタ（以下、サ）：やあ、政子さん。
政：なんで私の名前を？ それより誰よ

アンタ!?
サ：見ての通りサンタですよ。それより

これをどうぞ。
政：なにこれ？

初日の出を見るときの注意事項

 （情・院　とりど～る玲奈）

政：なになに？ 「今年の初日の出は予

定より遅れています。しばし代わりの
ものを出すので、それで我慢してくだ
さい。飛んでくるものにぶつからない
ようにご注意を。初日の出管理局よ
り」って訳がわからないわ!?

サ：まあまあ落ち着いて。それよりも
さっそく地平線から何か飛んできまし
たよ？

政：初日の出の代わりって一体何？

お年玉 （農・院　カルピス）

サ：スーツケースが飛んできましたね。
政：こんなものが飛んできて危ないわ

ね！ 中身は……大量の札束!?　代わ
りのものがお金ってすごく現実的ね
……。時期的にお年玉かしら？

サ：何か紙がついてますね。

初バイトのシフト （法・３　patriot）

サ：これ僕のシフト表ですね。じゃあこ
れはたぶん去年の僕のバイト代ですね。

政：バイト代ってこんなにもらえるの？
というか、そもそもサンタってバイト
なの？

サ：また何か飛んできましたよ？
政：スルーしないで！

いまだに消えない黒歴史

 （薬・２　タイムベント）

サ：おやおや、今度はノートですか。
政：あっ、それはまさか……。
サ：なになに？ 「私の彼に求める条件、

イケメンであること。年収1,000万以
上。身長は180cm以上など……」。ふ
む、これを書いた人は一生結婚できな
さそうですね。

政：（ぐさっ……）そ、それよりさっき
から飛んでくるもの全部私たちの私物
ばかりじゃない！ こんなものより早
く初日の出を出しなさいよ……。

杭 （工・２　まる）

政：きゃ！ なにこれ？
サ：杭ですね。悔いのある人生を送って

きた政子さんにぴったりですね。
政：ふざけないで！ 私が見たいのは、

初日の出のようなダイナミックなもの
なのよ！

サ：と言ってる間に初日の出らしきもの
が出てきましたよ？

月 （農・３　乾）

政：なんで月なのよ！ というかなんで
月が出てこれるのよ！

サ：あっ、渋々と月が引っ込んでいきま
す。シュールですね。

政：その代わりに出てきたのは……太陽
よ！ やっと出てきたわね……。

１月２日の日の出

 （理・院　よしけむ）

政：って何？ 出てきて早々太陽の動き
が止まったわ？

サ：あれはもしかして明日の日の出じゃ
ないでしょうか？

政：ナニソレ？ イミワカンナイ！
サ：まあ仕事に熱心なのは何よりです。

僕なんかこのバイトの存在忘れてまし
たからね。

政：だからこんな時期にいるのね……。

来年へのやる気

 （農・２　ホリリン・モンロー）

サ：まあ来年はがんばりますよ。
政：今年もがんばりなさいよ……。（そ

れより日の光で顔がはっきり見えたけ
ど、このサンタ、もしかして……。）

初恋の彼 （理・２　かりんとう）

政：あなた、もしかしてジョニー？
サ：あらら、バレちゃいましたか。
政：あっ……。（どうしよう、サンタが

ジョニーだとわかったら急に緊張して
きた。イケメンで長身、それにさっき
の大金……やっぱり彼は私の理想の人
だわ！）

サ：それよりほら、本物の初日の出の時
間みたいですよ？ よかったら一緒に
見ませんか？

政：は、はい！ （思いがけない幸運だ
わ！ 少し遅れてきた私へのクリスマ
スプレゼントみたい！）

サ：政子さん、実は僕、ずっと前からあ
なたのことが……。

政：えっ!!　（急展開すぎる。でも、私
もあなたのことが……。）

―実家の布団にて―

政：まさか、まさかあれが全部夢だった
なんて……。新年の初めぐらい幸せで
もいいでしょ……はあ……。

ため息 （文・院　ソーナンス）

―現実は厳しいのである―

▼取材ついでにPizzicato Fiveの音楽とス
クリュードライバーでいい気分になりま
した。 （京都も夜の７時；勿忘）
▼春休みは18きっぷで旅行をしてみよ
うと思います。（往復とも18きっぷとは
言っていない；みどり）
▼好きなサッカーチームと飲み物の名前
からペンネームを取らせていただきまし
た。 （今年は優勝しよう；三ツ矢）
▼風邪を引いたときに非常食があると便
利ですよね。（食べ物がないと気付いた
ときの絶望感たるや……；金魚）
▼麦チョコたべたい。
 （家の備蓄残り３袋；焼き饅頭）
▼2015年は車が空を飛んでるはずでし
た……。 （BTTFも30周年；モロボシ）
▼ロッテの応援大好きなんで田中投手に
はぜひとも活躍してもらいたいです。
 （なお心はいつも鯉心；このは）
▼もう将来について考えないといけない
時期なんですよね。まずはゼミ登録から
ですが。 （就活大変そう……；おぐら）
▼表紙担当は今月で最後でしたが、楽し
く終わることができました。（田中投手、
活躍をお祈りしております！；バンビ）
▼疲れからか不幸にも中間レポートを寝
ブッチしてしまう （検閲により；深夜）
▼ただ変人なだけじゃない。
 （それが京大；鍵っ子）
▼バイト先があまりに人手不足になり
 （足元見れるようになりました；茶休）
▼Thanks！ （You're Welcome；編集長）

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：三ツ矢）

11月号の当選者
正解：ダイフゴウ

応募総数 92名
正解者数 91名

・石原佳代子　様 （法・３）

・岡村　弘樹　様 （文・院）

・片岡　大祐　様 （工・２）

・勝田　美優　様 （理・院）

・甲　　康平　様 （法・３）

・小谷　和也　様 （工・２）

・福田　礼子　様 （経・４）

・薬師寺由尭　様 （工・２）

・山口　裕介　様 （農・２）

・山中　雄太　様 （工・院）
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おせちにも入っているニシンの卵

先進国の国民病。悪性新生物とも

動物と植物の特性を併せ持つ微生物

商売などによって得た利益

地中の水分が凍って氷柱ができる現象

亀が身を守るために背負う殻

人が住む建物

大麦やライ麦の麦芽を発酵させて蒸留

して作られる酒類

リング上でグローブをはめた２人の競

技者が闘う競技

善意で資金を提供すること

物や人のまわりのこと

神社の前にある、おもに朱色の門

アフリカやモンゴルの乾燥した草原に

生息するシカに似た動物

旧約聖書で、箱舟を造って神が起こし

た洪水から逃れたとされる人物
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平たい餅を積んだお正月の飾り

足を高く上げて降ろす相撲の動き

上から下まで幅が変わらない状態

土地がやせて植物が育たない様

数学、物理、化学などの科目の系統

きれいだがとげのある花

〇〇〇員、〇〇〇執行妨害

平安時代から使われる長い帽子

物事や状態を認識すること

日々の生活のこと

バレーボールでスパイクの前に上がる

パス

小麦粉を練って蒸し、砂糖を練りこん

だお菓子

相撲を生業とする人のこと

あらゆることが可能である状態

英単語で最もよく使われる文字

南米の国。首都はモンテビデオ

・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。 （１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。
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表紙にかわいい女の子描いてくれたら何でもします。おねがいします。 （経・３　青色発光ダイハード）
⇒わかりました。5,000円になります。 （もちろん黒髪ロング；編）                                                                           

今日は、大学休みます （理・３　あわけんぞう）
⇒恋の相手はおふとんでしょうか。 （こたつも絡んで三角関係；編）


