
FROM EDITORS

『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。
lifestage@s-coop.net

また、以下のURLにてバックナンバー、
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

紹介などをしています。
@ksgi_lifestage

二重枠の文字を並
び替え、ある言葉を
完成させてください。
� （出題：セブン）

２月号の当選者
正解：ヒノヨウジン

応募総数33名
正解者数33名

・井口　富士夫様� （他）

・小野　有季子様� （他）

・北川　雄太　様� （工・４）

・近藤　拓也　様� （工・３）

・嶋﨑　大地　様� （薬・３）

・橋本　浩法　様� （理・４）

・廣岡　紘輔　様� （工・院）

・山中　雄太　様� （工・院）

・脇岡　正幸　様� （工・教）

・渡邉　怜美　様� （医・３）
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古代ギリシア時代における都市ナ

ポリの呼び名

『睡蓮』で有名な印象派の画家

早口言葉で有名な酸味の強い果物

アルバニアの国旗に現れる動物

モンゴル帝国の建国者

干支の１番目の動物

茎の部分を食用とする棒状の野菜

エーゲ文明が発達した島

ドイツ語で「einst」と表す言葉

他人の気を引く行為や言葉のこと

他の家から燃え移った火事

季節が生じるのは地球のこれが傾

いているせい

大型の石のこと

ある物事を熟知していること
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「１日中」という意味の古語

現在の大阪府東部にあたる旧国名

「真実」「無邪気」が花言葉の花

野菜の中心の固い部分

予約をすること。○○をとる

ぬめり気があり酢の物に使う海藻

体形がほっそりとしていること

イオニア植民市の反乱の中心都市

哲学書『パンセ』の著作者

原形をとどめないほど壊れること

天球上の天体の見かけの位置

戦いのための集団

京の１万倍を示す数の単位

リンゴ酢やブドウ酢などの総称

ハクチョウのこと

仏教の宇宙観での最下層の虚空

・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。� （５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

※投稿者の学年は投稿当時のものです。
※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。

FROM EDITORS

京一（以下、京）：ただいま。実家に帰っ
てくるのも久々だなあ。
父：おう、久しぶりだな。大学からもそ
んなに遠くないし、春休みには帰って
くると思ってたんだが。
京：春休みはいろいろ忙しくて。
母：おかえり。風邪は治ったの？
京：もう大丈夫だよ。あのとき、電話が
かかってきて、

電話ごしに風邪がバレた

� （理・４　カワシマ）

京：よね。びっくりしたよ。
母：そんなのすぐにわかるわよ。そんな
ことより、ごはんの支度できたわよ。
京：わあ、母さんの料理なんて久々だな。

帰省時にメシが出てきたとき

� （理・４　ねおん）

京：は、やっぱり実家のありがたさがわ
かるよ。いただきます。うん、おいしい。

父：あれ、これってもしかして昨日の残
り物を使ったのか。

母：ちょっとお父さん、それは言っちゃ
ダメでしょ。今日は仕事が忙しくて買
い物に行けなかったのよ。

京：ということは、

冷蔵庫の残り物で傑作ができた

� （法・２　ゴマちゃん）

京：ってことか。
母：明日はもうちょっと手の込んだ料理
にするから今日は許してね……。

―夕食を終えて―

京：ごちそうさま。
母：お粗末さまでした。洗い物はしてお

くからゆっくりしといてね。
父：京一、ちょっといいか？
京：なに、父さん？ （父の部屋へ）
母：お父さん、急にどうしたのかしら。

―父の部屋にて―

京：どうしたの、父さん。
父：もうすぐ母の日だろ。京一はなにか
母さんにプレゼントでもするのか？

京：全然考えてなかったよ。去年の冬に、
「寒いといけないから」って

マフラーを編んでくれた

� （理・５　とりぷる）

京：から、お返ししようとは思ってるけ
ど。最近の母さんってどんな感じ？

父：前とそこまで変わってはいないが。
あ、そういえばこんなことがあったな。
仕事からの帰り道で偶然母さんを見か
けたら、母さんが、

路上で痰を吐く不良へ注意した

� （理・１　ゴグマジオス極限状態）

父：ところだったんだよ。
京：母さんにしては、なんか意外だな。
父：その不良だと思ったのがなんと高校

帰りの京二だったんだよ。母さんと喧
嘩してグレてたんだろうな。

京：なにやってんだよ、あいつ。
父：それが母さんときたら、京二が帰っ
てきた途端に

生意気な弟を玄関から放り出して鍵を

閉めた� （農・１　たまごかけごはん）

父：んだよ。父さんもびっくりしたな。
京：しばらく帰っていない間に母さんも
ずいぶん変わっちゃったね……。

父：まだそのときは新しい職場に慣れて
なくてストレスが溜まってたんだろう。
最近はいつもの優しい母さんだ。

京：母さん職場変わってたんだ。
父：なんだ京一、まだ知らなかったのか。
京：どういうこと？

―リビングの電話が鳴る―

京：あ、電話だ。なんだ、母さんが出て
くれた……って、なんで英語なの？

母：（電話を切る）最近多いのよね、こ
ういう電話。ちょうど、

英語教材のセールスを英語で撃退して

いた� （工・院　マクロファージ）

母：ところよ。で、何の話だったの？
京：母の日のプレゼントのことだよ。
父：おい京一、それは内緒だろ……。と

いうことだ母さん。
母：あら嬉しい、期待してるわね。
京：そうだ、英語に興味ありそうだし、
この英語の教科書もう使わないから母
さんにあげるよ。

母：あら、それなら持ってるわよ。とい
うか京一、まだお母さんに言ってない
ことはない？ 例えば単位のこととか。

京：（なんで急に単位の話になったん
だ？）実は、後期の英語落とした……。

母：やっぱり。実は前から知ってたんだ
けどね。

京：え、なんで

何の連絡もしていないのに自分が単位

を落としたことを知っていた

� （薬・３　にゃふ）

京：の？
母：その科目の担当教員が私だからよ。
京：えっ、本当？ 新しい職場って僕の
大学だったのか！

母：京一ったら１回も講義に来ないんだ
もん。でも注意したら京一のためにな
らないでしょ。プレゼントはいいから、
今期はちゃんと単位取ってね。

京：（母さんには

常々� （薬・２　燐）

京：頭が下がるなあ）今期はがんばるよ、
母さん……。

▼５月といえばＧＷですね、これを書い
ているのはまだ４月ですが今から楽しみ
です（ゴリラワンダーランド；セブン）
▼いつの間にか３回生になっていました。
遂にあの時間割が始まりました（噂の週
25コマ；若草）
▼飲むヨーグルトと芋けんぴが今のエネ
ルギー源です（癒しは大事；くるくら）
▼３回生になると、教室から友人が消え
ていました（２回前期終了時点で留年が
確定していたらしい；砂場）
▼５月に書きたかったお茶の記事がかけ
て満足。（おそらくこれが最後の記事に
なると思われます；レルム）
▼５月は新しい環境に慣れる時期なので
新入生はだらけないように気をつけてほ
しいですね。在学生の皆さんは頑張りま
しょう。�（万年５月病みたいな所ありま
す；三ツ矢）
▼「夢はきっと叶う」とよく言われてい
ますが（石油を吐けるようになりたいと
いう大きな夢は叶いますか？；トマト）
▼記事を書いたのを機に二条城に行って
きました。（100円で行くには素晴らし
すぎるところですね；海月）
▼デスソースに比べれば、「暴君ハバネ
ロ」なんて砂糖みたいなものですね。（で
も世の中はそんなに甘くない；ブフォ）
▼５月号『らいふすてーじ』が発行され
る頃は新歓も１区切りですかね。（新し
い編集部員は何人入ってくれるのか、期
待に胸が膨らみます。；桃豆）
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かれこれ３年近くクロスワード当選していない私のくじ運の悪さは、（当選率）≒10％/月、（３年）≒30回応募と仮定すると、
0.930=0.0423…≒４%� （農・院　くじ運消費税未満）
⇒初代の消費税まであと４回くらいしかありません……（焦）� （それまでに当選してください（願望）；編）���������������������������������������������������������������������������

インコです。もうすぐ卒業です。� （医・４　インコ）
⇒もう５月なので、京大というカゴから飛び立って� （広い世界へ羽ばたいていることでしょう；編）


	1605_24-25

