
『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　@ksgi_lifestage　です。

lifestage@s-coop.net

FROM EDITORS

（時は平安時代末期。一匹の兎が京の都
に迷い込んだ。）
兎：うわあ、また遠くの方で人間が争っ
ているぞ。世の中も物騒になったもん
だな。おい、そこの蛙のじいさん！
早く逃げないと巻き込まれるぞ！
蛙：高みの見物なう、と。
兎：じいさん、こんなところで何をして
いるんだ、危ないぞ？
蛙：なんや、兎の兄ちゃんか。あの争い
はここまでは及ばんよ。
兎：のんきなじいさんだな……。ところ
で、さっきから地面に書き留めている
ものはなんだい？
蛙：おお、これはやな、

公開日記（現代でいうブログ）

� （理・１　ゴグマジオス）

蛙：ちゅう11世紀に流行ったもんや。

兎：11世紀に流行ったもの？ そん
な昔からじいさんは生きていたのか。
じゃあ他にも流行ったものをじいさん
は知っているのかい？

蛙：んなもん当たり前や。例えば貴族社
会ではな……

Ｆ（Fujiwara）－１グランプリ

� （工・２　アルミ）

蛙：なんてもんもあったんやで。
兎：Ｆ－１グランプリ？ 藤原家の中で
ナンバー１を決めるのか。

蛙：まあそんなもんやな。せやけどな、
エントリーできたんは全員藤原家の女
性ばっかりや。なんでも、

望月顔（丸顔）�（理・４　黒はしもー）

蛙：のべっぴんさんだけがエントリーで

きたそうやな。
兎：へえー、変わったことをするもんだ
な。貴族の遊びのどこがいいのか、さっ
ぱりわからないや。

蛙：それだけやない。上位入賞者に投票
した貴族はな、後日投票した相手との

簾越しの握手会�（工・院　マンモス）

蛙：に参加することができたんや。自分
好みの女と握手できるなんて、羨まし
い限りやのう。

兎：せっかく顔で選んだのに対面できな
いのか……。握手する必要性がまった
くもってないじゃないか。

蛙：せやけどな、女性側からも相手の顔
は見えへん。ほんで、貴族の一人称は
みんな「まろ」やろ？ 係員の目を盗
んで何度も並ぶようなたちの悪い貴族
もおったんやわ。まあ周りからは

まろまろ詐欺

� （工・院　マクロファージ）

蛙：って揶
や ゆ

揄されとったけどな。
兎：貴族の世界でも無茶苦茶なことはあ
るんだな。ところでじいさん、庶民の
間では何が流行ったんだ？

蛙：庶民が興じたものか？ それなら

「いっせーのーでー３！」

� （理・５　とりぷる）

蛙：やな。わしも昔は近所の子供たちと
ようやったわい。

兎：えらく地味だな……。こんなものに
熱中できるのか。呆れたもんだ。

蛙：なんや兄ちゃん、疑っとるんか。お
もろいから一度やってみ？ ほんで、
負けたら罰ゲームでもつけようや。

兎：なんだよ、そこまで言うのならやっ
てやるよ。で、負けたらどうしたらい
いんだ？

蛙：せやな、ほな海の向こうで11世紀
に流行ったといわれる

香辛料� （文・３　（ごとー））

蛙：を食らうってのはどうや？
兎：なんなんだその食べ物……。まあい
いや、望むところだ！

―実際に対戦―

兎：負けたああぁぁぁぁ。
蛙：兄ちゃんもまだまだやな。ほな食っ
てもらうで。

兎：辛っ！ 頼む、何か口直しにくれ。
蛙：しゃあないなあ、ほなこれも11世
紀のもんやけど食わせたるわ。

マヨビーム� （工・３　ぽんた）

兎：（顔面マヨネーズだらけになる）
蛙：どないしたんや兄ちゃん？
兎：……何でもない。
蛙：冗談やがな。まあ兄ちゃんにはエエ
話し相手にもなってもろたしな、これ
もなんかの縁や、せっかくやからこれ
を兄ちゃんにやるわ。

兎：これは……時計？
蛙：わしが若いころに拾って今まで大切
に持ってたもんや。どうも人間の中に
は妖怪を怖がらんような珍しいやつも
おったらしくてな。そんなやつらが興
じとったんが、

妖怪ウォッチング

� （法・２　ゴマちゃん）

蛙：らしいんや。この時計で妖怪を呼び
起こすみたいやで。

兎：へえー、世の中にはそんな奇怪なも
のがあったんだな。まあせっかくだし、
大切に持っておくよ。

蛙：そうか、助かるわ。せや、その時計
についているボタンを押したらおもろ
いことがあるとだけ伝えとくわ。ほな
兄ちゃん、またどこかで会おうや。

兎：またね。早速押してみるか（ﾎﾟﾁｯ）。

ｼｭﾝｼｭﾝｼｭﾝ……（蛙が時計の中に吸い込
まれていく）

兎：……え？

▼日に日に寒くなっていく今日この頃
�（早起きするのが大変ですね；セブン）
▼今月からセブンが登場してきてくれて
とても嬉しい。� （ﾃﾞｭﾜ!!；モロボシ）
▼水族館に行く予定が２回流れて残念で
す……。
�（既に２回行った年パスホルダー；海月）
▼冷凍餃子おいしい！ 冷凍餃子おいし
い！ 冷凍餃子おいしい！
�（ポン酢につけて食べるよ！；トマト）
▼某持久走サークルに入っている編集部
員の思いつきで、僕の実家から京大まで
歩きました。�（半日かけて無事にたどり
着きました、なお下半身；けやき）
▼↑の企画に同行しましたが、一生分歩
いた気持ちです。悟りを開けそうなくら
い。�（文明の利器、自転車に感謝を捧げ
る†；桃豆）
▼古い遊園地の観覧車から見慣れた町見
下ろし� （ほら今日までの僕らに小さく
エールでも送ろうか；箒星）
▼少しの工夫が大きな変化、そんなすご
さと怖さを同時に見せてくれる記事執筆
の深さを垣間見ることができたような。
� （全ては読者のために：レルム）
▼久しぶりの記事も京大のスポーツ選手
を担当させてもらいました。
（いや、スポーツ記者になるわけではな
いんですけどね；このは）
▼某ステーションをメモするゲームが流
行ってるみたいですね。
� （とうとう私も課金勢に；編集長）

月号のテーマは……

・サンタが遅れてやってきた
・そのサンタが元カレ
・初日の出よりも先に月が出てくる

などなど、たくさんの投稿を
お待ちしています！

衝撃の初夢

水着買ったけど予定ない！� （工・院　しげ）
⇒寒中水泳なども視野に入れてみてはどうでしょうか� （私は嫌です；編）

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：セブン）

７月号の当選者
正解：ポニーテール

応募総数 114 名
正解者数 100 名

・油田祥太朗　様� （薬・１）

・木村　華奈　様� （文・２）

・小寺みずき　様� （薬・６）

・坂田　紘野　様� （法・１）

・髙田　晴夏　様� （総・３）

・嶽　凌太郎　様� （理・２）

・辻岡　章雅　様� （工・院）

・豊田　睦晃　様� （法・１）

・林　　佳介　様� （理・５）

・廣岡　紘輔　様� （工・院）
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熱いものの飲食が苦手な性質

車輪の中心で回転を補助する部品

歌舞伎において観客に見えないよう

に役者を助ける役割

物事の概略を意味するカタカナ語

米飯や味噌汁を入れるための食器

僧や貧民にものを与える行為

重陽の節句を行う月

古代エジプトの神聖文字

アスパラガスの食用部分

嫁と対になる人物

漢字で庭球と表される競技

ギリシア神話での天空神

浴槽の内側に付着した汚れ

イスラム世界の第４代正統カリフ

ワン○○運転、キー○○

イエメン産の酸味の強いコーヒー豆
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仏教における理想の境地

互いに俳句を作り審判がその優劣を

判定する遊び

ラクダの背に存在するもの

花こう岩に含まれる主な有色鉱物

「間違い」という意味の古語

他よりもはるかに優れていること

サトウキビ原料の蒸留酒

分かれ道のこと

外からの力に逆らうこと

DNAのらせん中に存在しGと略記さ

れる塩基

唱歌の題名でもある花の名前

「単一の」を表す接頭語

中国武術の別名

川において土砂が堆積して島を形成

している部分

・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。� （11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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自転車生活やめて歩くの増やすのおすすめです。� （法・２　はりねずみ）
⇒わかります！ 健康にもいいですよね！� （55kmも歩いたら健康に悪いんだよなあ；編）���������������������������������������������������������������������������


